
 
 
 
 
 
 
 
 

ローカル・コントロールと説明責任に関する計画 
(要旨版 - 目標、措置、および尺度) 

  

トーランス統一学校区 
2017 - 2020  



 

目標 1: 生徒全員が、大学進学や就職に向けてのレディネスや、グローバルな社会における市民としての生産的な将来に向けての準備を促進するような、さまざま

な、チャレンジングで標準に沿った学習機会を公平に与えられ、そのようなが学習機会で成功することを確実にする。  
 

 

期待される年次測定可能成果 

尺度／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

進学／就職指標(CCI) 55% 55% 57% 59% 

卒業率 非常に高い(95%) 「非常に高い」を維持する
(96%) 

「非常に高い」を維持する
(97%) 

「非常に高い」を維持する
(97%) 

ローカル指標 – 充分な教材がある生

徒のパーセント  

100% (達成) 100% (達成) 100% (達成) 100% (達成) 

５年生の健康フィットネス・ゾーン
(HFZ)  

72.9% (2015-16) 75% 76% 77% 

 

2018－2019 年度の生徒に関するその他の成果 

 

● 非重複生徒に関する結果のパーセントが、里子生徒は 5％から 10％に、EL は 31％から 35％に、SED 生徒は 41.5％から 45％に、CCI による測定で増加す

る。 

● 結果が「低い」および「非常に低い」の範囲である生徒下位グループすべてのパーセントが、CCI による測定で最低 3％増加する。これには以下が含まれ

る：  

● 就職向けのコースワークを十分な成績で修了する、非重複生徒の合計生徒数が 5％増加する。 
  

 

1.1 - 措置とサービス: 学年別および内容別の専門能力学習コミュニティ（PLC）の強化に重点をおくことにより、生徒全員が質の高い授業を受けることを確かに

する 

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

専門能力学習コミュニティ 

(PLC) 
なし なし なし 非適用 小学校、ミドル／ハイスクール全校での毎週の PLC  



 

その他の週単位の小学校で

のコラボレーション 
500,000 500,000 500,000 補足 

1－5 年生に関して、コラボレーションタイムを 1 時間

追加するために、6.4 FTE (目標 1.6 を参照) 

各学校でのコラボレーショ

ン・タイム 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足 

各学校でのリーダーシップおよび／または学年／内容

別チームのためのリリース・タイムの追加  

毎月 4 回めの PLC なし なし なし 非適用 

毎月 4 回めの PLC（ミドル／ハイスクールは火曜日、

小学校は水曜日）は、特に選択科目の教師、特有の学

科や特殊教育の教師が、学校同志のコラボレーション

を行うのに使われる 

 

1.2 -措置とサービス: 生徒全員が各学年レベルを修了し、進級することを確かにするために、生徒全員をサポートする。  

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

生徒学力達成 

各学校での割り当て 
235,000 235,000 235,000 基本 

各学校で、生徒学力達成のための単一計画を作成し、

この措置にどのように資金が割り当てられるかを特定

する。 

データ分析ソフト 225,000 125,000 125,000 補足 

標的生徒グループおよび低学力生徒グループすべての

データ分析を助けるために、SchoolCityまたはこれに

似たプログラムを利用する。 

学校委員会と 

学校リーダーシップ 
なし なし  なし 非適用 

学校リーダーシップ・チームは、生徒の達成度データ

の結果を使って、学習面で生徒をサポートする  

 

1.3 措置とサービス: 適切な数の教科書やその他の教材を提供することにより、生徒全員に教材が十分行き渡っていることを確かにする 

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

採択 
(中等教育 ELA – 

以下を参照) 

(歴史と科学- 以下

を参照) 

(歴史と科学- 以下

を参照) 
基本 

科学、歴史、保健に関する採択は未決 

eTUSD の教科書注文票を必要に応じて改訂する 

現行の教科書および採択消

費経費 
1,035,000 3,035,000 未定 基本 

生徒の教材に関して、ウィリアムズ法に従い毎年予算

に組み込まれる項目、および、教科書の追加や補充、

および、STEMscopes などのデジタルテキスト／リ

ソース。 

教科書選択委員会 15,000 15,000 15,000 基本 代用教員を使ったリリース・タイム  

 

1.4 -措置とサービス: TUSD は、6－12 年生で、連携したカウンセリングとサポートを通じて、生徒が大学進学や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 注釈 



 

大学進学／就職計画 未定 未定 未定 
大学進学レディ

ネス助成金  
2019 年の終わりまで助成金を利用する。 

カレッジ・ウィーク (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足 
9－12 年生全員を対象とし、大学進学に重点をおく 1

週間 

iLEAD (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足 6-12 年生の参加を促す 

Naviance 40,000 40,000 40,000 補足 

ミドル／ハイスクール間 6 年計画の調整。クラス選択

に関して、保護者／生徒が 4 年の計画をたてるのをサ

ポートする 

積極的連結 なし (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足 

Navince のデータや、Web/Link Crew などのその他の

プログラムを利用して、ミドルスクールとハイスクー

ルの間を連結させる。 

大学進学コーディネータ

ー 
115,000 115,000 115,000 補足 4 FTE の予算の 37％ (基本資金と分割) 

単位回復および通信教育

の機会 
73,000 73,000 73,000 

補足(夏期) &学校 

補足 

夏期のオレンジ郡教育局（パシフィック・コースト・

ハイスクール）へのエンロールメントのための ADA 収

集；各学校でのオンライン・カリキュラムおよび

TUSD ハイスクールの教師。 

ハイスクールのカウンセ

ラーの増員 
170,000 170,000 170,000 補足 

4 FTE の予算の 37％ (基本資金と分割) 

パスウェイ（進路）の選択肢と、パスウェイを選んで

それを修了することの利点について、ミドルスクール

のカウンセラー、教師、保護者、生徒とのコミュニケ

ーションをもつことにより、9 年生の CTE コースへの

エンロールメントを増加させる。 

ミドルスクールのカウン

セラーの増員 
なし $100,000 $100,000 補足 

大学進学と就職に関するカウンセリングと連結の目的

で、ミドルスクール８校すべてで、週５日カウンセラ

ーが利用可能であることを確かにするためのカウンセ

リング・スタッフ増員。 

 
 

1.5 -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 注釈 

就職技術コーディネーター 116,000 170,000 TBD 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; 24,000 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

ィとのコラボレーション

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(特にパスウェイ

および Capstone の生徒) 

So Cal 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 (措置 1.3 を参照) (措置 1.3 を参照) (措置 1.3 を参照) 基本 

二重エンロールメント・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） 

積極的連結 なし (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足  
パスウェイを調整し、PLTW と CTE を拡張するため

に、ミドルスクールとハイスクールの間の連結調整。 

 

1.6 -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 注釈 

小学校体育教師 500,000 措置 1.1 を参照 措置 1.1 を参照 補足 
全小学校で、一貫した体育の授業を提供する(6.4 FTE 

教師) 

保健 4,500 7,500 4,500 タイトル 2 

ミドルスクールとハイスクールの保健教師に、義務付

けられた AB 329 PD (一日)を提供する。5 年生の教師

全員に、人間の成長、発達、および性的健康（５年

生）の PD を提供する。 

 

1.7 -措置とサービス: TUSDは、加速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 注釈 

パスウェイの開発 0 0 0 非適用 科学と数学のパスウェイ分析（学部主任および放課後



 

のミーティング） 

ミドルスクール加速クラ

ス 
0 0 0 基本 

ミドルスクールの生徒がハイスクールのクラスを履修

できるよう、ハイスクールのセクション増加 

搬送 38,000 38,000 38,000 基本 
ミドルスクールの生徒の、ハイスクールからミドルス

クールへの搬送 

GATE 情操教育教材 0 0 0 非適用 GATE 生徒に情操教育の機会を提供する。 

 

1.8 -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 注釈 

歌や楽器を使った音楽、

演劇／映画、視覚芸術、

ダンス 

0 
1500.00 

 
0 タイトル 2 

TUSD での芸術教育の短期／長期計画を含む、現在の

プログラムを検討するための K-8 年生リーダーシップ

チームを作る。 

 
 
  



 

目標 2:低学力生徒グループのすべてが、英語ランゲージアーツと数学、科学、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、標準達成または標準を超えるレベルに達する。 

 

期待される年次測定可能成果 

尺度／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

ELA ダッシュボード(K-8) 高 高 高を維持する 高を維持する 

数学ダッシュボード(K-8) 高 高 高を維持する 高を維持する 

ELA CAASPP (K-8) 

 

63% (標準達成/標準を超える) 65% 67% 69% 

数学 CAASPP (K-8) 55% (標準達成/標準を超える) 59% 60% 61% 

英語学習生の進歩 中 高 高を維持する 高を維持する 

EL 熟達認定 10.6% (2016-17) 12% 14% 15% 

AP テスト合格率 71% (2015-16) 72% 73% 74% 

CSU/UC A-G 履修率 55% (2015-16) 57% 59% 60% 



 

EAP ‐ELA: 

EAP ‐数学 

72% (2015-16); 

57% (2015-16) 

74%; 

59% 

76%; 

61% 

78%; 

63% 

 

2018－2019 年度の生徒に関するその他の成果 

 

● CA ダッシュボードで、学校区レベルの ELA と数学の下位グループデータがオレンジから黄色／緑に増加する 

○ TUSD: ELA – SED、SWD、アフリカ系アメリカ人、およびホームレス(Carr 小学校、, Torrance 小学校、Yukon 小学校、および Hull ミドルスクー

ル) 

○ TUSD: 数学- SED、SWD、アフリカ系アメリカ人、およびヒスパニック (Carr 小学校および Hull ミドルスクール) 

● CA ダッシュボードで、学校レベルの ELA と数学の下位グループデータが赤からオレンジ／黄色に、また、オレンジから黄色／緑に増加する 

● 新しい EL アセスメントへの移行に伴い、EL 生の学力達成、そして、適切な進歩を遂げていない EL 生への有効なサポートの提供に重点をおく必要がある。 

 

2.1 -措置とサービス: 追加的な指導が必要な生徒は、授業日に、主要科目の指導が行われていない時間に介入指導が提供される。 

生徒グループ: 英語学習生; 英語熟達認定を受けた生徒; 低所得; 里子 

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

指導／介入への反応

（RTI） 
なし なし なし 非適用 各学校で決められた「新しいことを教えない時間」  

小学校 RTI コラボレーシ

ョン・タイム 
なし $350,000 $350,000 補足 

試験的な試みとして、「新しいことを教えない時間」

をサポートするためにコラボレーション・タイムの増

加をリクエストする小学校または学年は、K-5 年生のた

めの適切な RTI を計画するために、追加的なコラボレ

ーション・タイムを受けることを選択することができ

る。 

学校向上チーム (SIT また

は SST) 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足 

SIT ミーティングまたは SST ミーティングが適切な時

間にもたれることを確実にするための、学校で決めら

れたコラボレーション・タイム。 

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)  

 

2.2 -措置とサービス: 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。 

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



 

4.0 FTE  455,000 465,000 475,000 補足 

総合制ハイスクール 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 65,000 60,000 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 

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 

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。 

Tier 3 小学校リーディン

グ介入指導 
585,000 645,000 655,000 タイトル I 

リーディングレベルが相当に遅れている生徒のための

Tier 3 リーディングとリテラシー介入指導。これには、

タイトル I の小学校での、リテラシー介入スペシャリス

ト 0.5 FTE の提供、および、本部ベースのリーディン

グ回復教師主任 1.0 FTE の提供を含む。  

Tier 3 ミドルスクール介

入指導 
145,000 150,000 155,000 タイトル I 

学力が相当に遅れている生徒のための Tier 3 のリーデ

ィング、リテラシー、数学の介入指導。これには、タ

イトル I のミドルスクール３校各校においての、学校ベ

ースの介入サポート指導セクション 0.5 FTE を含む。 

有資格者および一般職員

の夏期時給、教材と備品 
453,000 450,000 435,000 補足 Jumpstart サマースクール・プログラム K-12 年生 

1.0 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  

施設維持および修理 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。 

 

2.3 -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 注釈 

スペシャルプロジェクト 720,000 730,000 745,000 補足 6.0 FTE 



 

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 

CELDT/ELPAC の言語テ

スト 
100,000 125,000 125,000 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。 

IEP および学校区のフォ

ーラムに関する通訳／通

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 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足 生徒をサポートするために介入サポートを提供する 

ニューカマー・アカデミ

ー 
80,000 90,000 90,000 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 

 

2.4 -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 注釈 

(学校レベル補足金) 3,300,000 3,596,000 3,596,000 補足 
各学校の SPSA に関連して、各学校の計画への資金提

供。 

RTI Tier 2 と 3 実施のサポ

ート 
なし 40,000 40,000 補足 

学校区のトレーニング、コラボレーション、およびリ

ソースを増やす。（CA ダッシュボードで、ELA およ

び／または数学の達成度指標がオレンジ／赤のレベル

である学校を優先する。） 

 

2.5 -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 注釈 



 

学校レベルライセンス 110,000 70,000 70,000 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 

文化的／学習的ニーズを満たす豊富な選択肢を提供す

るために、6‐12 年生の生徒に学年に適切な小説を引

き続き提供する。 

補足的なデジタル・デー

タベースのライセンス 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校 補足 

各学校の決定に従い、リーディング、リテラシー、数

学の拡張的練習を提供するための、オプショナルの学

校レベルのデジタル学習サポート(ST Math、Achieve 

3000、Ten Marks、Smarty Ants、KidBiz, など)。  

  
  



 

 
 

目標 3: 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。これには、教師の効果的な採用と能力開発を含む。 

 

期待される年次測定可能成果 

尺度／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

完全な資格があり、資格のある領域

で指導をしている 

100% (2016-17) 100% 100% 100% 

ELD 認定を受けている教師の率 100% (2016-17) 100% 100% 100% 

空きポジションをすべて埋める 92% (2016-17) 100% 100% 100% 

標準ローカル指標の実施 達成 達成 達成 達成 

定期的に PLC や専門能力開発に参加

する教師によって教えられる生徒の

率 

100% 100% 100% 100% 

すべての標準、効果的な指導、およ

び生徒の学習の実施に関して、定期

的で持続的な PLC に参加する教師の

率。 

100% 100% 100% 100% 

      

2018－2019 年度の生徒に関するその他の成果 

 

● 説明責任において、学校区レベルの領域はすべて「高い」または「非常に高い」（緑または青）となっているが、7 校と下位グループ 9 グループに関して、



 

ELA および／または数学の CAASPP で「低い」（オレンジ）があり、これは、これらの内容領域での、標的をしぼった専門能力開発やサポートの強化が必

要であることを示している。 

● 指導の実施についての専門能力開発の有効性を報告する教師の率は、90％以上が維持される。 

 
 
 
 

3.1 -措置とサービス: 引き続き、専門能力学習コミュニティ（PLC）の開発、教科、維持を行っていく。  

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

管理者 PD 25,000 20,000 15,000 補足 
コーチング PD、Global PD 登録料、および毎月の管

理者 PLC PD 

学校リーダーシップ・チ

ーム PD 
50,000 25,000 15,0000 補足 分化 PD およびコーチングのサポート  

X2 学校区全体の専門能力

開発の日の教師および学

校管理者の給料 

1,204,000 1,204,000 1,204,000 補足 
PLC と RTI を通して、標的生徒のサポートに重点を

おいた学校区レベルの専門能力開発を維持する。 

PLC PD 
(措置 2.4 を参

照) 

(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参

照) 
学校 補足 

各学校で、管理者やリーダーシップ・チームが主導す

る PD 

 

3.2 -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 注釈 

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。 

毎週の専門能力学習コミ

ュニティ 
追加費用なし (措置 1.1 を参照) 

(措置 1.1 を参

照) 
費用なし 

PLC が毎週各学校で実施される。必要／要請に応じ

て、学校が決めた専門能力開発を組み込む。 

RTI PD 
(措置 2.4 を参

照) 

(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参

照) 学校 補足 

校長、学校リーダーシップ・チームおよび学校介入

指導チームが、Tier 2 の介入指導を向上させるために

必要な PD を提供する。 

 

3.3 -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 注釈 



 

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。 

中等教育 ELA 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

金源は補足へと移行する(2.33 FTE)。 

リーディングとリテラシ

ーの指導方法開発教師 
275,000 280,000 285,000 補足 

教師全員を対象に、リーディング指導の特徴的実践、

および、具体的な指導方法をサポートするための、リ

ソース教師 2 FTE 。 

拡張的リテラシーのサポ

ート教師（EL 生と低収入

生徒対象） 

257,000 
147,000 
113,000 

未定 
タイトル I  

タイトル III 

ELA、歴史、数学、科学、およびその他の科目を通じ

て、拡張的リテラシーや指導方法をサポートするため

のリソース教師 2 FTE  

誘導リーディング・トレ

ーニング 
70,000 30,000 25,000 補足 

すべての新任教師は必須 5 日（夏の間と、学年度中を

含む）、および、必要／要請に応じて、特定の指導方

法に関して専門能力開発およびコーチングを続ける。 

中等教育 PD (6-12 年生) 46,000 25,000 25,000 補足 

すべての新任教師は、必須４日間のユニット・デザイ

ン特徴的実践４P。希望する教師に対して、オプショ

ン X リソース・キュレーションおよび開発のための

リリース・タイム。 

ELA の特徴的実践につい

ての掘り下げたワークシ

ョップ(TK-5 年生) 

30,000 25,000 15,000 補足 

個別の小学校チームおよび教師個人のための、オプシ

ョナルのリテラシーとライティング・ストラテジーの

サポート。夏期および学年度中。 

 

3.4 -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 注釈 

プログラム・スペシャリ

スト 

(措置 2.3 を参

照) 
(措置 2.3 を参照) 

(措置 2.3 を参

照) 
補足 

夏の間と学年度中に、全学校を対象として、ELD 統

合指導および指定指導実践に関するトレーニングと

サポートを提供する。 

全学校での統合／指定 PD 
(措置 2.4 を参

照) 
(措置 2.4 を参照) 

(措置 2.4 を参

照) 
学校 補足 全教師が、学校ベースの PD に参加する。 

ELD フレームワークの統

合トレーニング 

(措置 2.4 を参

照) 

(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参

照) 
補足 

統合 PD は、ELA／リテラシー、歴史、就任、数学お

よび NGSS の内容領域のトレーニング全体に組み込



 

まれる。   

 

3.5 -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 注釈 

拡張リテラシー・サポート

教師（EL 生と低所得生

徒） 

非適用 
(措置 3.3 を参

照) 

(措置 3.3 を参

照) 
(措置 3.3 を参照) 

ELA、歴史、数学、科学、およびその他の科目を通じ

て、拡張的リテラシーや指導方法をサポートするた

めのリソース教師 2 FTE  

フレームワークの習熟と調

整 
50,000 25,000 25,000 補足 

夏期と学年度中の、中等教育教師を対象とした、オ

プショナルのフレームワーク方策とユニット計画

（中等教育 ELA リソース教師によって提供される‐

措置 3.3） 

分化的学習と指導 

(措置 2.4 を参

照) 

(措置 2.4 を参

照) (措置 2.4 を参

照) 
学校 補足 

夏期と学年度中の、小学校教師を対象とした、オプ

ショナルのフレームワーク方策とユニット計画（拡

張リテラシーサポート教師によって提供される‐措

置 3.3） 

 

3.6 -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 注釈 

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。 

小学校と中等教育リソース

教師 
295,000 300,000 305,000 補足 

コモンコア PD から生徒のニーズに基づいた分化指

導への移行につれ、資金は補足に移行する。2.17 

FTE  

拡張リテラシー・サポート

教師（EL 生と低所得生

徒） 

非適用 
(措置 3.3 を参

照) 

(措置 3.3 を参

照) 
(措置 3.3 を参照) 

ELA、歴史、数学、科学、およびその他の科目を通

じて、拡張的リテラシーや指導方法をサポートする

ためのリソース教師 2 FTE 

小学校特徴的実践 PD 30,000 25,000 25,000 補足 

すべての新任教師に対し、特定の指導方法に関して

のコーチングを伴う、4 日間の CGI に関するトレー

ニング   

中等教育特徴的実践 PD 30,000 30,000 25,000 補足 
すべての新任教師に対し、4 日間の数学標準と数学

的実践に関するトレーニング  



 

CGI 特徴的実践および

CCSS 数学に関する掘り下

げたワークショップ  

30,000 25,000 15,000 補足 

個別の小学校および中等教育のチームを対象とし

た、オプショナルの CGI／CCSS サポートおよびレ

ッスン・スタディ。  

WestEd パートナーシップ

の第 2 段階 
非適用 なし なし 非適用 

オプトインする学校の増加に伴い、WestEd/LMU 指

導ラウンドの拡張。 

 

3.7 -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 注釈 

リソース教師 
127,500 
127,500 

135,000 
135,000 

未定 タイトル II & III 
NGSS の実施をさらに進め、ELD 統合指導実践をサ

ポートするための 2 FTE 。 

拡張リテラシー・サポート

教師（EL 生と低所得生

徒） 

非適用 
(措置 3.3 を参

照) 

(措置 3.3 を参

照) 
(措置 3.3 を参照) 

ELA、歴史、数学、科学、およびその他の科目を通

じて、拡張的リテラシーや指導方法をサポートする

ためのリソース教師 2 FTE 

小学校フレームワーク・ロ

ールアウト 
91,000 30,000 25,000 補足 

K-5 年生教師を対象としたオプショナルの NGSS サ

ポート。 

 
 

中等教育フレームワーク・

ロールアウト 
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特徴的実践の

掘り下げたワークショップ 
35,000 25,000 15,000 補足 夏期および学年度中。 

SCALE (スタンフォード評

価・学習・公平センター)

への参加 

18,000 TBD TBD 補足 
夏に 1 日、および、学年度中、代行教員提供を伴う

3 日のリリース日。 

新しい地球／宇宙科学のこ

ーあす 
非適用 7,200 7,200 タイトル II 

最新の標準 (2018-19)に合わせて、カリキュラムとコ

ースのゴール／範囲を開発する 

実施サポートと UC A-G 要件(2019-20)への調整 

 

3.8 -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 注釈 



 

すべての学校での SPED

（特殊教育） トレーニン

グ 

(措置 2.4 を参照) 
(措置 2.4 を参

照) 

(措置 2.4 を参

照) 
学校 補足 一般教育教師と管理者対象のトレーニング 

SEIS-2、3P’s、および行

動サポートについての 

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 

 

3.9 -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 注釈 

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 
(措置 2.4 を参

照) 

(措置 2.4 を参

照) 

(措置 2.4 を参

照) 
学校 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 カンファ

レンス 
3,000 3,000 3,000 基本 TUSD の教師が対象、TUSD 教師による 

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向上さ

せる。 

 

3.10 -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 注釈 

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 

 

3.11 -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 注釈 

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 

生徒休日（Pupil Free 

Day）のカンファレンス 
33,000 非適用 非適用 非適用 

10 月のミニカンファレンス、新任は 2 日の NCI／以

前にトレーニングを受けた Tier 2 教育補助員は 1 日

の復習コース  

持続的 PD 0 20,000 20,000 基本 

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。 

 

3.12 -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 注釈 

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。 

 
 

3.13 -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 注釈 

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 

特殊教育、数学、科学の教

師を３月に採用する 
非適用 なし なし 非適用 

資格のある適任者を見つけにくい、特殊教育、数

学、科学などの分野に関しては、求人／採用のプロ

セスを例年よりも早く開始する 

 

3.14 -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提供する 

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

5.0 FTE 620,000 625,000 650,000 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） （措置 3.15 を参照）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 

 

3.15 -措置とサービス: 学校区は、適切な資格をもつ教師、管理者、およびサポート・スタッフ陣を維持する。  

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

有資格職員 110,000,000 110,000,000 110,000,000 基本 学校区有資格者職員の経費。福利厚生を含む。 



 

一般職員 26,000,000 26,000,000 26,000,000 基本 
学校区一般職員の経費。福利厚生を含む 

（MOT は含まない） 

 
 

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。 

 

期待される年次測定可能成果 

尺度／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

出席率 96% 96% 96% 以上を維持する 96% 以上を維持する 

停学率 1.9% 1.7% 1.7%以下を維持する 1.7%以下を維持する 

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

慢性的欠席 0.5% 0.5% 0.5%以下を維持する 0.5%以下を維持する 

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

ハイスクール中退率 0.18% 0.3% 0.3%以下を維持する 0.3%以下を維持する 



 

学校環境 - ローカル指標* 達成 達成- 76%  

(小学校 - 79%; ミドルスクー
ル - 79%; ハイスクール  - 

72%) 

達成（現状維持または 1%の

上昇） 

達成（現状維持または 1%の上

昇） 

施設に修繕の行き届いた学校の率 100% 100% 100% 100% 

 

2018－2019 年度の生徒に関するその他の成果 

 

● 生徒関与アンケートの実施を続け、測定基準を確立する（上記のパーセントは、生徒のキャンパス生活や安全に関するさまざまなアンケートの質問で、１－

４の尺度に基づく、小学校、ミドルスクール、ハイスクールの生徒からの肯定的な回答の率の平均）。 

● 学校区レベルの停学率に関する下位グループデータが、CA ダッシュボードの表示で、赤からオレンジ／黄色に、そしてオレンジから黄色／緑に向上する。 

○ TUSD: (赤) ホームレス- (オレンジ) 里子と太平洋諸島人。 (Adams 小学校、Wood 小学校、および Hull ミドルスクール) 

● 学校レベルの下位グループデータが、CA ダッシュボードの表示で、赤からオレンジ／黄色に、そして、オレンジから黄色／緑に向上する。 

 

4.1 -措置とサービス: TUSD は生徒に、社会情緒面での直接的なサポートを提供する。 

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

小学校カウンセラー・サ

ポートの増加 
なし $400,000 $400,000 補足 

K-5 年生の学校に対し、Tier 1 社会情緒面に関する教室

での指導をサポートするために、カウンセリングサービ

スが１日追加される。 

ミドルスクール・カウン

セラー 
(措置 3.15 を参照) (措置 3.15 を参照) (措置 3.15 を参照) 基本 ６－８年生の社会情緒面のカウンセリングを続ける。 

ハイスクール・カウンセ

ラー 
(措置 3.15 を参照) (措置 3.15 を参照) (措置 3.15 を参照) 基本 9-12 年生の社会情緒面のカウンセリングを続ける。 

 

4.2 -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、生徒が小学校を通して、そして、ミドルスクールおよびハイス

クールへと進むうえで、帰属感をもつことを促進する。 

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

入学にあたる歓迎 (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 
生徒や家族のためにウェルカム・ナイトや学校訪問を実

施する（各学校の資金） 

オリエンテーション (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 
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 費用なし 費用なし 費用なし 非適用 
特殊教育生徒（および保護者）の小学校からミドルスク

ール、ミドルスクールからハイスクールへのトランジシ



 

ョンに関する TAP トランジション・ナイト 

バック・トゥ・スクール

行事 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 

バック・トゥ・スクールの行事を主催する（各学校の資

金） 

クラブのオリエンテーシ

ョン 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 

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） 

道徳教育 (措置 4.3 を参照) (措置 4.3 を参照) (措置 4.3 を参照) 学校補足 

K-5 年生を対象とした、道徳教育およびいじめ防止のア

クティビティ、プログラム、およびアセンブリーを提供

する。 

 

4.3 -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 注釈 

生徒サービスおよび家族

歓迎・登録センターディ

レクター  
 

80,000 
80,000 

82,500 
82,500 

85,000 
85,000 

基本 

補足 
1.0 FTE  

肯定的な学校文化 (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 

生徒アンケートの結果を活用し、各学校で、道徳教

育、PBIS、いじめ防止を含む、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 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 文化 的考慮をした実践を確かにする PD を提供する。 

PBIS 持続的サポート 42,000 45,000 5,000 補足 

学校チームへのオプショナルの LACOE トレーニン

グ。さらに、各学校での必要に応じて、コラボレーシ

ョンと計画のためのリリース・タイム。学校はまた、

行動に関する事件をモニターするための SWIS のライ

センスを受ける。 

PBIS コホート 3 42,000 85,000 85,000 補足 LACOE トレーニングと SWIS ライセンスの続行。 

中等教育 PD/PLC 0 0 0 非適用 
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 41,000 500 500 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 

社会情緒面での介入 0 0 0 非適用 重層的レベルからなる社会情緒面の介入を開発し、ア



 

カデミックおよび行動のサポートの重層的レベルサポ

ートに加え、TUSD の MTSS を確立する。 

 

4.4 -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、提供する。 

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

家族およびコミュニティ

の教育参加コーディネー

ター 
 

140,000 145,000 150,000 補足 

コーディネーターは、ホームレスおよび里子の生徒に

関して、生徒登録、権利／記録、そして、連邦、州、

学校区の方針が守られていることを確実にするための

方策やリソースについて、FWEC、各学校、およびス

タッフに、日々の、継続的な、技術的な援助およびコ

ンサルテーションを提供する。   

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

コーディネーターは、交通手段、教材、行動的健康へ

のアクセスなどといった、生徒のニーズを満たすため

の、学校区またはコミュニティのリソースへのアクセ

スを促進する。 

McKinney-Vento および

里子生徒への追加的サポ

ート 

10,000 5,000 5,000 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 

 

精神衛生インターンの監

督の下請け契約 

 

非適用 18,000 18,000 補足 

  

ホームレス、里子、および低所得生徒に重点をおきな

がら、学校区全体の生徒に全般的な精神衛生サービス

を提供するための、追加的な精神衛生インターンの監

督の下請け契約。 

メンタルヘルスの専門家 326,000 343,000 360,000 メンタルヘルス 生徒、家族、学校のサポート（Tier 1、2、3） 

 
 
 
 

4.5 -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 注釈 

Shery (目標 3.15 を参照) (目標 3.15 を参照) 
(目標 3.15 を参

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 3.15 を参照) (目標 3.15 を参照) 
(目標 3.15 を参

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 3.15 を参照) (目標 3.15 を参照) 
(目標 3.15 を参

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 3.15 を参照) (目標 3.15 を参照) 
(目標 3.15 を参

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 

 

4.6-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 注釈 

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 

メンタルヘルスお

よび補足 

 

メンタルヘルス専門家とインターン、 

学校カウンセラー K-8 年生、 

学校心理士、 

メンタルヘルス・サービスの監督 

危機対応チームの監督 

 

自殺防止 $10,000 0 0 非適用 

自殺リスク評価と介入に関する学校区のプロトコルと手

順を開発する。メンタルヘルスのサポートスタッフに自

殺リスク評価の手順のトレーニングを行う。K-12 年生の

スタッフ（コーチを含む）に対し、自殺防止、警告サイ

ン、およびリスク要因についてトレーニングを行う。保

護者／家族に関する部分を開発する。 

脅威の評価 0 0 0 非適用 

脅威の評価に関する学校区のプロトコルと手順を開発す

る。メンタルヘルスのサポートスタッフに脅威の評価に

ついてのトレーニングを行う。K-12 年生のスタッフ（コ

ーチを含む）に対し、脅威の評価手順についてトレーニ

ングを行う。 

危機介入 PD $15,000 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。 

スタッフと家族を対象と

した、オンラインのメン

タルヘルス照会システム 

0 11,000 11,000 補足 

さまざまな健康保険でカバーされ、十分に吟味されたメ

ンタルヘルスに関するリソースを提供する、オンライン

照会システム AddictionPros への登録。 

Building Bridges メンタル

ヘルス照会システム 
0 0 0 非適用 

Building Bridges プロジェクトには、生徒や家族とコミ

ュニティベースの諸機関とを結びつけるのを助ける照会

システムがある。 



 

メンタルヘルス・インタ

ーン 
0 0 0 非適用 

社会福祉、結婚／家族セラピー、および学校心理学の領

域で修士号をもつインターンが、生徒および各学校に対

し、社会情緒面でのサポートを提供する。 

 

4.7 -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。  

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

    セキュリティ 非適用 非適用 非適用 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 
(措置 3.15 を参照) (措置 3.15 を参照) 

(措置 3.15 を参

照) 
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) 

 

4.8 -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 注釈 

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。キャンパスのセ

キュリティ担当者およびその他のスタッフに対し、脅威

の評価、およびソーシャルメディアの認識についてのト

レーニングを提供する。 

 

4.9 -措置とサービス:. 学校区は、低収入生徒に重点をおいて、栄養ガイダンス、始業前／放課後のサービス、および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 注釈 

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、また、すべ

ての K-12 年生の学校でランチを提供する。 

通常就業時間外の栄養サ

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 プログ

ラム 
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 TUSD は生徒に夏のランチプログラムを提供する   

 

4.10 -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。 

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

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状の経費  

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

 
 
 

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。 

期待される年次測定可能成果 

尺度／指標 ベースライン 2017-18 2018-19 2019-20 

保護者の教育関与に関すするローカ

ル指標 

達成 達成（以下を参照） 

保護者 12 名= 学校委員会
への平均参加者数; 

保護者 24 名= 学校区レベ
ルの委員会の平均参加者
数； 

保護者 590 名= 学校区レ
ベルのワークショップの
平均参加者数 

達成（すべての領域で、

参加者を２％増加させ

る） 

達成（すべての領域で、参

加者を２％増加させる） 

 

2018－2019 年度の生徒に関するその他の成果 

 
保護者への働きかけを拡張し、サポートするため、TUSD は、学校区や各学校での委員会や行事などのさまざまな活動への保護者の参加についてモニターを実施している。参加率が、

学校区の人口分布に一致しているか、また、保護者が学校区レベルで参加するさまざまな機会を与えられているかを評価するために、データを分析中である。TUSD の家族およびコミ

ュニティの教育参加コーディネーターは、個人の保護者からの意見、標的をしぼったアンケート、およびフォーカスグループを通して、ホームレスと里子の親は、酌量すべき事情があ

り、結果として参加率が低いということを認識した。 
 

 



 

保護者の翻訳／通訳サービスの利用を増加させる: 

言語評定センターからの通訳サービス件数 2017-2018: 

● 46 の学校／事務所より合計 624 件の依頼 

  

言語評定センターからの翻訳サービス件数 2017-2018: 

● 66 の学校／事務所より合計 613 件の依頼 

 
 
 
 
 
 
 

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 注釈 

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 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 

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。 

すべての学校のウェブサ

イトの調整 
0 25,000 17,000 基本 

単一のプラットフォームを使うことにより、ADA およ

び WCAG への順守、および、保護者が利用の際の統一

感、簡素化が提供される。 

 

 

5.2 -措置とサービス: 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（FWEC）

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 注釈 

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、TUSD South Bay Families 

Connected のウェブサイトや行事 

FWEC スタッフ配属 
236,000 
236,000 

240,000 
240,000 

242,000 
242,000 

基本 

補足 
6.0 FTE 

FWEC および新入生の

IEP サポート  
30,000 30,000 30,000 補足 .2 FTE 

TUSD South Bay 

Families Connected の

ウェブサイトおよび行事 

0 30,000 30,000 補足 

  家族歓迎・登録センター (FWEC) のスタッフは、登録

の際に、保護者アカデミー・ワークショップ、翻訳／

通訳サービス、PTA、学校区カンファレンスなどの機

会、コミュニティ・パートナーの行事やリソースなど

について、保護者に伝え、利用や参加を勧める。  

FWEC のスタッフは、低収入、里子、ホームレスの生

徒やその家族へのはたらきかけに重点をおく 

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 4,000 4,000 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 注釈 

Linked to Learning (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 

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 3,000 3,000 補足 

学校のスタッフ、チーム、および／または trainer of 

trainers 対象の、保護者の教育関与に関するトレーニン

グ  

TAP 保護者教育 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 



 

GATE カンファレンス 
(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 生徒と保護者を対象に、才能のある学習者のサ

ポートのしかたに関するアイデアを提供する保護者カ

ンファレンス。 

 

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 注釈 

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 注釈 

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

の翻訳、および行事／活

動での通訳を担当する学

校区スタッフ 

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 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



 

ス 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 

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 注釈 

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 
(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 

経費は目標３の生徒の成果で説明されている 

保護者アカデミー・ワー

クショップ／ 

ホームレスと里子生徒の

保護者のための行事 

0 0 0 非適用 特に低収入、ホームレス、里子生徒の保護者を対象と

した、一連のワークショップを開発、実施する。学校

での行事に参加できない保護者のために、オンライン

での内容情報へのアクセスの拡大を含む。 

教材と備品 (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 
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) 

(措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) (措置 2.4 を参照) 学校補足 

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。 

Student Group(s): Low income pupils; Foster youth  

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



 

保護者への働きかけに関

する計画 
0 0 0 非適用 

保護者の教育関与促進に関して、現在の方策を向上さ

せるために、その努力を評価していく。学校区全体の

コミュニティのコラボラティブ、PTA、非重複生徒グ

ループの保護者、そして、学校区職員といった利害関

係者からの意見が、学校と学校区の、評価基準や自己

モニターシステムの開発に生かされる。 

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） 

 


