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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。

LCAP のハイライト
今年度の LCAP のかぎとなる特徴を特定し、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、
生徒中心の指導を行い、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
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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:



K-12 年生すべての学年を通して、介入への反応（RTI）プログラムのさらなる開発。



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。



6-12 年生の生徒のための大学進学や就職に関するサポートへの、より連結的なアプローチ。



肯定的行動介入とサポート（PBIS）の実施



生徒のカウンセリングおよび社会情緒面でのサポートにさらに重点をおく。



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

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、標準を満たすまたは標準
を超える生徒が増加して 66％で、また、数学においても、TUSD の 59％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ことによって示されている。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、96％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 94％以上（民族的下位グループの実績に基づく）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。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、科学、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、学校ベースの専門能力学習コミュニティ（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。
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。
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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特定せよ。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 が判断した領域を特定せよ。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
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、生徒のレディネス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 標準は ELA/ELD の
フレームワークに沿っているため、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の話し合いから、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。保護者の助言提供
の機会できかれた提案には、母語でのコミュニケーション、さまざまなデジタルメディアでの情報提供、子供の学習面での進歩／現状
に関する情報へのアクセスの向上などがあり、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、子供のできる限り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、よりよい情報を、タイムリーに一貫して受けられることを望んでいる。

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、その州指標を特定せよ。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
CA ダッシュボードに表示されている TUSD のステータスと変化に関しては、学校区レベルで全生徒の実績結果を 2 レベ
ル以上下回る領域は、停学率で、里子（オレンジ）、太平洋諸島民族（オレンジ）およびホームレス生徒（赤）、およ
び、卒業率で、英語学習生（オレンジ）と里子（赤）。さらに、ホームレス（オレンジ）、社会経済的に不利な生徒（オ
レンジ）、障害のある生徒（オレンジ）、およびアフリカ系アメリカ人生徒（オレンジ）は、すべて、英語ランゲージア
ーツで、2 レベル以上下回っている。最後に、数学の実績に関しては、社会経済的に不利な生徒（オレンジ）、障害のあ
る生徒（オレンジ）、アフリカ系アメリカ人（オレンジ）、およびヒスパニック（オレンジ）の生徒グループがすべて、
全生徒の実績結果を 2 レベル以上下回っている。
TUSD はこれら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、SPSA の目標と措置の中で、全生
徒を対象として、カウンセリング・サポートを含む、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考案するこ
とを勧める。さらに、週単位で ELA と数学の生徒の学習状況をモニターするために教師が使う、共通の形成的アセスメ
ントが全学校で確立された。学校と教師は、オレンジや赤がついている生徒グループ、または、2 レベル以上下回るグル
ープに特別な注意を払い、実績が低い、あるいはリスクのある生徒全員に対し、学習面での介入とサポートが提供される
ことを確かにしていく。

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 の方法を特定せよ。
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増加または改善されたサービス
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、本部ベースで取り組むとともに、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本部ベースの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

6. K-12 年生の社会情緒面でのサポート

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

$248,211,000

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

$163,876,400

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本部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、輸送、購買、および管理サービスを含むがこれに限らない、本部ベー
ス部署。

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. タイトルＩ、II、III を含む特定の連邦プログラム、および、分類別プログラムの、物資や管理費に関連した経費。

記述

金額

LCAP 年度の LCFF 収入推定合計

$204,424,000
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年次更新
LCAP 年度見直し: 2017-18
前年度の LCAP での LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。

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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：
州優先項目: 1
ローカル優先項目: なし

年次測定可能結果
期待の結果

実際の結果

100% - 完全な資格があり、その分野で教えている

100% -完全な資格があり、その分野で教えている

100% - ELD 指導資格を受けた教師の比率

100% - ELD 指導資格を受けた教師の比率

92% - 空きポジションをすべて埋める

100% -空きポジションをすべて埋める

100% - 施設に修繕が行き届いている学校の比率

80% -施設に修繕が行き届いている学校の比率

100% - 充分な教材がある生徒の比率

100% -充分な教材がある生徒の比率
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措置／サービス
前年度の LCAP から措置／サービスをコピーし、それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。

措置 1.1
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

対象となる生徒: 全生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

LCFF

LCFF

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。

現在の人事部のプロトコルと方策には、リクルー
ト・フェア、大学との協力、および EDJOIN を通
しての求人広告が含まれる。リクルート活動は継続
的なプロセスであるが、５月から夏にかけて大きく
増加する。

$7300 (サービスおよび運用
経費)

$7000 (サービスおよび運用
経費)

措置 1.2
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
新任教育プログラムには、トーランス教師学会（3
日のオリエンテーションと専門能力開発）、新任教
育プログラムに参加する教師のための個別学習計
画、および、サポートとさらなる専門能力開発のた
めに定期的に計画されたコホート／コーチングが含
まれる。教員認定をクリアするために特殊教育教師
の候補者が含まれるようになった。

教育者有効性補助金

教育者有効性補助金

$478,000; $142,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$405,000; $113,000 (有資格
者給与および福利厚生)

LCFF

LCFF

$95,000 – (サービスおよび運
用経費)

$93,000 – (サービスおよび運
用経費)
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措置 1.3
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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。

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

LCFF

対象となる生徒: 全生徒

LCFF

実施場所: すべての学校

$86,000,000; $24,000,000 (有
資格者給与および福利厚生)

人事部は、各学校の管理者と新任教育チームと協力
しながら、有資格職員が各種認定を受けたり更新す
るのをサポートする。人事部は、有資格職員および
一般職員全員の資格に応じた適切な人事配置をモニ
ターする。

$19,500,000; $6,500,000 (有
資格者給与および福利厚生)

$86,000,000; $24,000,000
(有資格者給与および福利厚
生)
$19,500,000; $6,500,000 (有
資格者給与および福利厚生)

措置 1.4
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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。

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
全校の校長が、ウィリアムズ法に従って、生徒全員
に十分な学習教材を提供することを断言している。
中等教育の学校の歴史の教師と管理者が、新しい教
科書の採用の可能性として、新しい教科書を検討し
ている。AP 微積分学の教師も、新しい教材を検討
している。教師は、教材検討プロセスに参加するた
めのリリース・タイムを提供される。

LCFF
$1,035,000 (本および教材)
タイトル II
$15,000 (有資格者時給および
代行教員)

LCFF
$265,000 (本および教材)
タイトル II
なし
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措置 1.5
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

対象となる生徒: 全生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

施設維持は、学校職員が問題を本部に報告するため
のワークオーダー・システムを通してモニターされ
ている。設備によっては定期的な周期で維持が行わ
れ、また、本部の施設維持部は、学習過程への支障
を最小限に抑えるために、学校が休みの間に、主要
な修繕を行っている。



一般的運用の目的での学校区“間接”
（許容最大 5.15％）

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$6,700,000 (サービスおよび
運用経費)

$6,002,000 (サービスおよび
運用経費)

$400,000 (サービスおよび運
用経費)

$400,000 (サービスおよび運
用経費)

分析
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相当な進歩があった。措置とサービスは適切で、実際に利用できる資金にもよるが、持続されることが期待される。実施に関して目立ったこととして
は、AP 微積分学と歴史の新しい教材候補の開始と検討、そして、新任教育プログラムの特殊教育教師候補者のサポートの成功があげられる。

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。
期待される結果に向けての進歩報告に基づくと、この目標の措置／サービスは有効性が証明されている。特に、資格のあるスタッフの採用や雇用をサポートし、適切な配属を行う
ためのシステムは、引き続き効果がでている。さらに、施設維持と教材配布に関してのスタッフの活用の結果、生徒たちのための効果的な学習環境を作ることができている。

歳出予算と、推定される実際の歳出額の間の実体的な差を説明せよ。
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措置 1.2 – 認定をクリアするために新任教育が必要な新任教師採用が少なかったため、必要な新任教育スタッフは 5 人から 4 人に減り、給与と福利厚生の経費が減少する結果とな
った。
措置 1.4 – ハイスクールの英語教材採用の教師委員会は、正式な教科書の採用を見送り、その代わりに、新しいカリキュラム・リソースを独自に開発する選択をとったため、2017
－2018 年度は本／教材に費やされた資金が減る結果となった。

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。
新任教育プログラムより、地元の大学と協働して指導者となる教師を養成すること、また、個々のサポート／指導時間に関して CTC の基準に従うために、指導者対新任教育候補
者の比率を下げる必要性を望む声があがった。TUSD の維持管理部は、施設に関して問題が起きてからの対応や、緊急の修理の必要性を減らすために、予防的な維持の頻度を増や
すことを求めている。（更新 LCAP の目標／措置 4.10 を参照）
さらに、現在年次更新で記述されているこの目標は、今後の TUSD LCAP では継続されず、この目標１は、以下の新しい目標１に取って代わられる。新しい目標１：大学進学や
就職へのレディネスと、グローバル社会における市民としての生産的な未来への準備を促進するような、多様でチャレンジングで標準に沿った学習機会に、全生徒が公平にアクセ
スでき、その中で成功する。
最後に、上記の年次更新で列記された措置は、2018－2019 年度の更新後の LCAP では、以下のように移動している：措置 1.1 は 3.13 に、措置 1.2 は 3.4 に、措置 1.3 は 3.15
に、措置 1.4 は 1.3 に、措置 1.5 は 4.10 に。
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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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：
州優先項目:1, 2
ローカル優先項目: なし

年次測定可能結果
期待された結果

実際の結果

100% - 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% - 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% -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生徒
の比率

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生徒
の比率

100% - 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% - 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

92% -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

95% -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

措置 2.1
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

LCFF

LCFF

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

$870,000; $334,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$804,000; $238,000 (有資格
者給与および福利厚生)
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

サービスの範囲: LEA 全体

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

管理者と各学校のリーダーシップ・チームの専門能
力開発は計画通り実施されている。学校区レベルの
管理者と Solution Tree のコンサルタントが、低学
力生徒のための「介入への反応」に通じる、効果的
な共通累積的アセスメントに焦点をおいて、拡張的
なトレーニングとコーチングを提供している。



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。

歳出予算
$75,000 (サービスおよび運用
経費)

推定される
実際の歳出
$75,000 (サービスおよび運
用経費)

措置 2.2
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

実際の
措置／サービス

対象となる生徒: 全生徒

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

実施場所: すべての学校

対象となる生徒: 全生徒

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。」

実施場所: すべての学校

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

管理者は 4 つの本質的質問に焦点をおいた毎月の
専門能力開発に参加した。教師は、毎週火曜日の朝
または水曜日の午後のコラボレーション（PLC）に
参加した。すべての PLC の焦点は学習で、落ちこ
ぼれ生徒を作らないことを確実にすること、さら
に、アットリスクの生徒または非重複生徒グループ
の生徒にも焦点がおかれた。

歳出予算

なし

推定される
実際の歳出

なし
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措置 2.3
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／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
実施場所: すべての学校

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／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
実施場所: すべての学校
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)

ディレクター、6.33 FTE のリソース教師の配属は
計画通り実施された。
特徴的実践である D3 トレーニングはすべての中等
教育新任 ELA 教師に、また、ユニット・デザイン
のサポートが K-12 年生の全教師に提供されてい
る。Balanced Literacy に関するワークショップが
夏休み中に提供され、学年度中に、標的生徒グルー
プのニーズを満たす分化指導ストラテジーに焦点を
しぼったフォローアップのトレーニングとコーチン
グが行われた。
誘導リーディングのトレーニングが３－５年生の教
師に、また、TK-2 年生の新任教師に提供された。
ミドル／ハイスクールの ELD 教師は、誘導リーデ
ィングに関して、包括的ストラテジーを含む、さら
なるトレーニングを受けた。

LCFF

LCFF

$610,000; $160,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$625,000; $167,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$146,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

$78,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

タイトル I

タイトル I

$116,000; $26,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$114,000; $31,000 (有資格者
給与および福利厚生)

タイトル III -EL

タイトル III -EL

$85,000; $26,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$83,000; $26,000 (有資格者
給与および福利厚生)

ハイスクールの英語教師は、出版社の教科書を採用
する代わりに TUSD の教師により独自にデザイン
され、オンラインデータベースでパブリッシュされ
るユニットを使った、新しいカリキュラムの作成に
参加している。
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措置 2.4
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生
サービスの範囲: LEA 全体
実施場所: すべての学校
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

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生
サービスの範囲: LEA 全体
実施場所: すべての学校
言語評定センターのプログラム・スペシャリスト
は、統合および指定 ELD に関して、30 校全校で教
師にトレーニングを提供した。その他の専門能力開
発としては、ELD ブートキャンプ、ELD コンプラ
イアンス・ワークショップ、意図的 ELD 指導実践
に関するトレーニングが行われた。その他にも、小
学校、ミドル／ハイスクールの月ごとの ELD コー
ディネーター・ミーティングにおいて、NGSS を
含め、特定の内容に焦点をしぼった専門能力開発が
行われた。

(目標／措置 3.7 を参照)

(目標／措置 3.7 を参照)

措置 2.5
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

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

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

ミドルスクールとハイスクール全校からの教師と各
校から 1 名の管理者が、LACOE HSS フレームワー
ク・ワークショップを含む、HSS フレームワー
ク・トレーニングに参加した。ミドルスクールとハ

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$50,000 (有資格者時給および
代行教員)

$38,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

$5,000 (サービスおよび運用
経費)

$4,500 (サービスおよび運用
経費
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

イスクール全校からの教師と管理者は、6‐12 年生
に採用する可能性のある出版社のリソースや教科書
の候補を決めるためにレビューのプロセスを始め
た。小学校のさまざまな学年レベルの教師は、学年
レベルの新しい補足的 HSS 教材やカリキュラムの
試行を行っている。

措置 2.6
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

サービスの範囲: LEA 全体

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

実施場所: すべての学校

サービスの範囲: LEA 全体

ディレクターおよび 2.17 FTE のリソース教師の配
属は計画通り実施された。

実施場所: すべての学校
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)

数学の専門能力開発には、初心者のための CGI 4
日間研修と、フォローアップのクラスでのコーチン
グが含まれた。13 チームに数学のレッスン・スタ
ディ・トレーニングが、また、K-12 年生のさまざ
まな学年レベルで、その他のワークショップ、トレ
ーニング、コーチングが学年度を通して実施され
た。

タイトル II

タイトル II

$142,000; $33,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$141,500; $34,200 (有資格者
給与および福利厚生)

LCFF

LCFF

$235,000; $60,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$235,000; $65,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$90,000 (有資格者時給および
代行教員)

$34,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

ミドルスクールとハイスクールの新任教師への、
CCSS 数学と指導法に関する専門能力開発。
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措置 2.7
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／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
実施場所: すべての学校
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

2.0 FTE のリソース教師の配属は計画通りに実施さ
れた。

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
実施場所: すべての学校
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
践とフレームワーク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)

NGSS 専門能力開発には、TK-3 年生とミドルスク
ール対象の夏期および学年度を通してのトレーニン
グが含まれた。ミドルスクールとハイスクールを含
むさまざまな学年レベルの新任教師が、NGSS お
よびカリキュラムの範囲と順序に関するトレーニン
グに参加した。
ハイスクールの教師は、地球科学と宇宙科学を生物
学、化学、物理学に統合するためのモデル・コー
ス・マップを開発するためにリリース・タイムが提
供された。

タイトル II
タイトル II

$103,000; $29,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$210,000; $55,000 (有資格者
給与および福利厚生)

タイトル III

LCFF
$235,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

$103,000; $29,000 (有資格者
給与および福利厚生)
LCFF
$18,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

地球物理科学のリーダーシップ・チームは、現在モ
デル・コース・マップの構成要素について話し合っ
ている。
リンカーン、ユーコン、エジソン、カー各小学校の
教師は、サイエンス・ラボの導入トレーニングのた
めにリリース・タイムを提供された。
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措置 2.8
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 障害をもつ生徒
実施場所: すべての学校
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。

対象となる生徒: 障害をもつ生徒
実施場所: すべての学校
特殊教育での、標準への生徒の公平なアクセスにつ
いて、学力面と法的な面両方に関して専門能力開発
が提供され、参加する教師はリリース・タイムを提
供された。特殊教育教師は、特に SEIS、そして、
失読症をもつ生徒のサポートについてのトレーニン
グに参加した。

LCFF
$25,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

LCFF
$24,000 (有資格者時給およ
び代行教員)

さらに、コンプライアンスに関連した問題に関する
トレーニングが毎月の複数議題ミーティングで実施
された。地域の SELPA からのサポートを含む。

措置 2.9
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 障害をもつ生徒

対象となる生徒: 障害をもつ生徒

LCFF

LCFF

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

学習のためのテクノロジースペシャリスト（２
FTE）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。

2.0 FTE のリソース教師の配属は計画通りに実施さ
れた。

$215,000; $60,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$215,000; $60,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$3,000 (有資格者時給および
代行教員)

$3,000 (有資格者時給および
代行教員)

指導のためのテクノロジーに関する専門能力開発
が、LMS、デジタル・プラットフォーム、授業の
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

向上、補足的プログラムなどの、様々な学習ツール
について実施された。
学習のためのテクノロジーのスタッフが、TUSD の
教師のみを対象に、教師主導のミニ CUE TUSD カ
ンファレンスのワークショップを提供した。

措置 2.10
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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)

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
1.0 FTE のリソース教師の配属は計画通りに実施さ
れた。

LCFF

LCFF

$105,000; $30,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$98,000; $28,000 (有資格者
給与および福利厚生)

GATE 専門能力開発には、小学校とミドルスクール
の教師対象の、分化的レッスン・スタディの経験が
含まれた。

$45,000 (有資格者時給および
代行教員)

$9,000 (有資格者時給および
代行教員)

$45,000 (サービスおよび運用
経費)

$35,000 (サービスおよび運
用経費)

GATE リソース教師が「教師リーダー」ミーティン
グの調整や、資格のある生徒を識別するための
GATE テストのサポートを行った。さらに、GATE
カンファレンスでは、生徒と保護者向けのワークシ
ョップが提供された。
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措置 2.11
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 障害をもつ生徒
実施場所: すべての学校
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。

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 障害をもつ生徒
実施場所: すべての学校

教育者有効性助成金

教育者有効性助成金

教育補助員の専門能力開発には、リーディングと数
学における生徒のサポート、また、その他さまざま
な、生徒のニーズに応じたストラテジーに関するア
イデアが含まれた。トレーニングは、「生徒休みの
日」の 10 月 11 日に一日のカンファレンスとして
実施された。

$33,000 (一般職員時給およ
び代行)

$11,000 (一般職員時給およ
び代行)

措置 2.12
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 障害をもつ生徒

対象となる生徒: 障害をもつ生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

新規スタッフおよび継続スタッフの、学年度を通じ
てのトレーニング。

歳出予算

なし

推定される
実際の歳出

なし

分析
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。
すべてのワークショップ（夏を含む）の非常に高い参加率、および、小学校への体育教師の配属の結果、全小学校で可能となっている、毎週の PLC の時間のコラボレーションへの
参加率によって示されるように、措置／サービスは、効率的に実施されている。
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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。
200 以上のセッション／ワークショップに基づき、それぞれのトレーニングが自身の指導実践に与える影響に関するアンケートへの参加者の回答の結果は、非常にプラスの影響を
示していた。さらに、教師の参加率の高さ、および、教師のリリース・タイムのために割り当てられた代行教員がフルに活用されたことからも、すべての学校、管理者、および教
師により、教師の専門能力の成長にいかに力が注がれているかが示されている。誘導リーディング、CGI、NGSS、D3、ELD といった、特徴的実践のトレーニングはすべて、新規
の、および継続の TUSD 教師に提供された。

歳出予算と、推定される実際の歳出額の間の実体的な差を説明せよ。
措置 2.1 – この二日は、有資格職員の参加がわずかに減少したため、給与と福利厚生の経費は当初推定されたよりも低くなることが予想される。
措置 2.5 – 歴史／社会科の教材採用プロセスが遅れたため、また、夏の専門能力開発への参加者が少なかったため、有資格者時給と代行教員の歳出は推定額よりも低かった。
措置 2.7 –学年度中盤に、科学／NGSS の専門能力開発すべてにおいて統合 ELD 指導ストラテジーを提供することが決定し、そのため、タイトル II 資金ではなくタイトル III の資
金を使って 1.0 FTE のリソース教師のポジションへの資金が出された。さらに、参加教師と代行教員の不足のために、大多数のトレーニング日が削減されたため、有資格者時給
と代行教員の推定される実際の歳出は、当初の予算よりも低くなっている。
措置 2.10 – オプショナルの GATE ストラテジー・トレーニングに参加した教師が少なかったため、有資格者時給と代行教員の経費は、当初の予算よりも低くなっている。
措置 2.11 – 二日間のトレーニングに参加した教育補助員が少なかったため、一般職員時給の経費が予算より低くなっている。

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。
PLC 理解と実施は、すべての学校でまだ必要であり、学校管理者は、分化的なサポートとトレーニングが必要である。特に、PLC に関して学校管理者のリーダーシップ能力を築
くことにおいて、Solution Tree からのサポートが今後必要になる可能性がある。（新 LCAP の目標／措置 3.1 を参照）
教師の学年別および学科別の PLC チームは引き続き、毎週の PLC／コラボレーションの時間が必要で、小学校の教師に関しては、1－5 年生の体育の教師がいることで実施できて
いる、週に 1 時間の PLC に代わる、新しい PLC の時間をどのように作るかを認識する必要があるかもしれない。（新 LCAP の目標／措置 1.1 を参照）
専門能力開発における具体的な調節の可能性としては、FTE リソース教師のポジションの削減、TUSD の CA ダッシュボードのデータでニーズが最も大きい領域に合わせての、リ
ソース教師の配属が含まれる。（新 LCAP の目標／措置 3.4、3.6、3.7 を参照）
TUSD に新しく入った教師は、特徴的実践のすべての領域の専門能力開発に参加できる。（新 LCAP の目標／措置 3.4、3.6、3.7 を参照）
ELD の統合指導と指定指導、およびそのサポートに関して、K-12 年生のすべての教師を対象とした、特徴的実践のトレーニングとモデルを開発する。（新 LCAP の目標／措置 3.
4 を参照）
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さらに、この目標は、2018－19 年度の LCAP では、目標 2 から目標 3 に移る。この目標内の措置は以下のように移動する：措置 2.1 は 3.1 に、措置 2.2 は 3.2 に、措置 2.3 は 3.3
に、措置 2.4 は 3.4 に、措置 2.5 は 3.5 に、措置 2.6 は 3.6 に、措置 2.7 は 3.7 に、措置 2.8 は 3.8 に、措置 2.9 は 3.9 に、措置 2.10 は 3.10 に、措置 2.11 は 3.11 に、措置 2.12 は
3.12 に。
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前年度の LCAP での LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。

目標 3
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、すべての生徒が熟達レベル以上に
達する。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目:

州優先項目: 4, 7, 8
ローカル優先項目: なし

年次測定可能結果
期待された結果

実際の結果

65% (達成／超えている) - ELA CAASPP

66% (達成／超えている) - ELA CAASPP

57% (達成／超えている) – 数学 CAASPP

59% (達成／超えている) – 数学 CAASPP

High を維持する- ELA 学力ダッシュボード(K-8)

High - ELA 学力ダッシュボード(K-8)

High を維持する- Math 学力ダッシュボード (K-8)

High – 数学学力ダッシュボード(K-8)

High に向上させる - 英語学習生進歩ダッシュボード

High - - 英語学習生進歩ダッシュボード

51% -英語学習生熟達度

55% -英語学習生熟達度

(CELDT)

12% - EL 熟達認定率
High を維持する – 卒業率

(CELDT)

13% - 熟達認定率
(96%)

“High” -卒業率
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期待された結果

実際の結果

72% - AP テスト合格率

72% - AP テスト合格率

57% - CSU/UC A-G 修了率

57% - CSU/UC A-G 修了率

74% - EAP ‐ELA;

74% - EAP ‐ELA;

59% - EAP ‐数学

59% - EAP ‐数学

75% - Healthy Fitness Zone (HFZ) （5 年生）

64% - Healthy Fitness Zone (HFZ) （5 年生）

措置 3.1
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

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

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

School City を使用することで、非重複生徒、低学
力生徒グループを含む、全生徒のデータに関して、
分解が可能である。各学校は、SPSA や PLC で、
措置を認識するためにそのデータを活用している。

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$220,000 (サービスおよび運
用経費)

$60,000 (サービスおよび運
用経費)

措置 3.2
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$135,000; $35,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$135,000; $39,000 (有資格者
給与および福利厚生)
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

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

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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4.0 FTE と進学／就職
コーディネーター4.0 FTE の配属は計画通り実施さ
れた。



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

歳出予算

推定される
実際の歳出

$80,000; $35,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$79,000; $33,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$136,000 (サービスおよび運
用経費)

$76,000 (サービスおよび運
用経費)

進学や就職のレディネスを促進するために、スタッ
フや生徒にリソースや行事が提供された。これに
は、College Week、Naviance、iLead などが含ま
れる。生徒は大学訪問や各大学からの代表者のプレ
ゼンテーションに参加し、さらに、夏の情緒教育に
参加した。

措置 3.3
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
TUSD は、現在の CTE プログラムの特定の領域、コ
ミュニティとの提携、二校登録、そして、機器、
教材、トレーニングのためのコースやプログラム
資金の維持と強化により、生徒に Linked Learning

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
職業技術教育（CTE）コーディネーター1.0 FTE の
配属は計画通り実施された。

歳出予算

推定される
実際の歳出

CTEIG 助成金

CTEIG 助成金

$135,000; $35,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$103,000; $29,000 (有資格者
給与および福利厚生)

Perkins 助成金

Perkins 助成金

$80,000; $35,000 (サービス
および運用経費)

$80,000; $35,000 (サービス
および運用経費)
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計画された
措置／サービス
（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)

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

CTE プログラムはプログラム／コースの持続可能
性をサポートするための資金を受けた。これには、
最新の設備と教材の購入が含まれる。
提供される CTE コースは、ミドルスクールとハイ
スクールのレベルで、Project Lead the Way のクラ
スを通じて拡張された。

措置 3.4
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

対象となる生徒: 全生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

小学校の体育教師により、小学校 17 校全校で、毎
週 1 度の学習機会が提供される。

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。

なし

なし

小学校、ミドルスクール、ハイスクールでは、
AB329 に従い、全生徒に対して、包括的な性／保
健教育を提供している。

措置 3.5
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

LCFF

LCFF

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

$1,780,000; $325,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$1,780,000; $505,000 (有資
格者給与および福利厚生)

サービスの範囲: LEA 全体

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

$453,000 (一般職員時給およ
び代行)

$465,000 (一般職員時給およ
び代行)
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／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、延長学年度（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。

ハイスクール副校長 4.0 FTE、小学校 3 校での副校
長 0.33 FTE、介入と指導コーディネーター1.0
FTE、RTI&I 教師スペシャリスト 9.0 FTE、およ
び、ミドルスクール 8 校全校での PBIS、RTI、EL
教師コーディネーター0.5 FTE の各ポジションの配
属は、計画通り実施された。

o

ハイスクール副校長(4 FTE)

o

ミドルスクール 8 校とコンティニュ
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
よび本部 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、小学校副校長 33%のポジ
ション(1 FTE)

Solution Tree のコンサルタントにより、管理者や
教師リーダーシップチームの専門能力開発が提供さ
れた。

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

小学校では、RTI&I スペシャリストのサポートを得
て、F&P アセスメントを利用しての、包括的なデ
ータ収集と分析が行われた。

ハイスクール単位回復のための
OddysseyWare のライセンス

推定される
実際の歳出

$20,000; $10,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$20,000; $10,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$1,300,000 (サービスおよび
運用経費)

$1,288,000 (サービスおよび
運用経費)

$18,000 (本と教材)

$3,000 (本と教材)

生徒の単位回復とグレード回復をサポートするため
に、各ハイスクールに OddysseyWare のライセン
スが提供された。
小学校、ミドルスクール、ハイスクールのレベル
で、RTI サポート向上に関するコラボレーションの
ミーティングが定期的に行われた。17 の小学校全
校において、RTI&I スペシャリストの教師が、毎
週、すべての学年レベルの PLC に参加した。

o

歳出予算

小学校、ミドル／ハイスクールで、始業前／放課後
の学習機会（Beyond the Bell）が提供され、さら
に、全生徒、特に、非重複生徒と低学力生徒を対象
に、夏の Jumpstart が提供された。
Jumpstart の実施校では、学習環境を向上させるた
め、設備のアップグレードや維持が実施された。

措置 3.6
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

歳出予算

LCFF

推定される
実際の歳出
LCFF
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

対象となる生徒: 英語学習生

対象となる生徒: 英語学習生

サービスの範囲: 非重複生徒グループに限定

サービスの範囲: 非重複生徒グループに限定

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

言語評定センター（LAC）のプログラム・スペシャ
リスト 4.0 FTE、および、特別プロジェクトと ELD
サポートのスタッフ 2.0 FTE の配属は計画通り実
施された。

o
o

ELD プログラム・スペシャリスト (4
FTE)
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

夏の EL“Newcomer Academy”を含む、EL
サポートクラスおよび介入クラス。

LAC プログラム・スペシャリストは、すべての学
校を対象に、ELD 統合／指定指導トレーニングを
提供した。
夏のニューカマー・アカデミーにより、資格のある
生徒すべてを対象に、教室のリソースや教材を含
み、英語発達のサポートに焦点をしぼった、３週間
の指導サポートが提供された。

歳出予算

推定される
実際の歳出

$445,000; $115,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$445,000; $122,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$115,000; $45,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$117,000; $47,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$100,000 (一般職員時給およ
び代行)

$109,000 (一般職員時給およ
び代行)

タイトル III – 移民

タイトル III – 移民

$5,000 (本と教材)

$89,000 (一般職員時給およ
び代行)

$75,000 (一般職員時給および
代行)

各学校で、始業前、通常授業時間中、放課後の、さ
らなる ELD サポートが提供された。
CELDT／ELPAC テストすべてに関してのトレーニ
ング、スタッフ、調整は、LAC スタッフが提供し
た。

措置 3.7
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

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

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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

小学校全校で、通常授業時間内、始業前、放課後の
リーディング、ELA および数学のサポートを提供

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$1,500,000; $500,000 (有資格
者給与および福利厚生)

$1,004,000; $455,000 (有資
格者給与および福利厚生)

$400,000 (一般職員時給およ
び代行)

$415,000 (一般職員時給およ
び代行)

$300,000 (本と教材)

$325,000 (本と教材)
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計画された
措置／サービス
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。

実際の
措置／サービス
するために、パートタイムの Tier II 介入教師が採
用された。

歳出予算

推定される
実際の歳出

$600,000 (サービスおよび運
用経費)

$240,000 (サービスおよび運
用経費)

歳出予算

推定される
実際の歳出

ミドルスクール／ハイスクール全校で、CA ダッシ
ュボードの学力指標データに呼応して、さまざまな
科目での追加的サポートクラスが提供された。
小学校、ミドルスクール、ハイスクール全校で、非
重複生徒と低学力生徒グループの学習ニーズに対処
するための、焦点をしぼった意図的な指導をサポー
トするために、教師と管理者に対して、専門能力開
発、カンファレンスへの参加、リリースタイム、そ
して、コラボレーションのためのリソースが提供さ
れた。

措置 3.8
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

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

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

RAZ-Kids、Proquest および Learn360 のデータベ
ースを含む、21 世紀のツールとテクノロジーはす
べて計画通り購入された。

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

LCFF

LCFF

$250,000 (本と教材)

$85,000 (本と教材)

$110,000 (サービスおよび運
用経費)

$58,000 (サービスおよび運
用経費)

K-12 年生に対し、各学年レベルで生徒一人につき
1 冊に相当する数の、主要教科書／小説が追加購入
さらた。
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措置 3.9
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

対象となる生徒: 全生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

ハイスクール 4 校において、上級のコースをとる
ことを生徒に勧めるためにカウンセリングが提供さ
れた。PSAT／PACT テストのサポートが、該当す
る学年で提供された。

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

科学と数学の進路分析

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

歳出予算

なし

推定される
実際の歳出

なし

ミドルスクールの生徒の加速クラスは、移動手段、
結合、また、コース提供のための追加的資金の提供
を通してサポートされた。
GATE 生徒の情操教育の機会は、小学校とミドルス
クール全校で提供された。
ミドルスクールの数学の進路分析は、毎月のコラボ
レーションを通して実施された。

措置 3.10
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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。

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
ミドルスクールとハイスクール全校で、さまざまな
視覚芸術や舞台芸術のコースへの平等なアクセスが
提供された。

なし

なし

学校区のリーダーが、LA 郡アート委員会のミーテ
ィングに参加した。
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分析
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。
総体的に、この目標に関する措置／サービスは、掘り下げて実行され、成功している。すべての学年レベルのすべての学科領域で、生徒と学力達成をサポートすることに重点をお
き、リソースを費やした結果、措置とサービス実行にはかなりの時間がかかっていて、すべての学校で、引き続き、確立が続けられる。

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。
この目標に関する措置／サービスに関しては、夏のジャンプスタートへの生徒の参加数が大きく増加したことなどを含め、成功と有効性が早い段階から表れている。RTI 計画は、
現在学校区全体で実施されており、RTI リソース教師が採用され、小学校８校で、具体的なサポートに取り組んでいる。

歳出予算と、推定される実際の歳出額の間の実体的な差を説明せよ。
措置 3.1 – 本部のスタッフが、School City データベースのライセンスの価格を交渉することができたため、サービスおよび運用経費は予算よりも低くなった。
措置 3.2 – 本部のスタッフが Naviance のソフトウェア・ライセンスの価格を交渉することができたことと、Pacific Coast High School の登録費用が予想されたよりも低かったた
め、サービスおよび運用経費に関係する実際の経費は当初の予算よりも低くなった。
措置 3.3 – 人事変更のために、職業技術教育コーディネーターのための有資格者給与および福利厚生の経費は予算よりも低くなっている。
措置 3.5 – 歳出予算のほとんどは計画通り発生したが、例外として、夏のジャンプスタートの参加生徒の増加がスタッフの増加につながった結果、有資格者の時給の歳出が予定よ
りも高くなった。
措置 3.6 – ELD ストラテジーに関する専門能力開発に参加した教師が増えたために、有資格者の時給の支出が予算よりも高くなった。
措置 3.7 – 学校ベースの PLC と Tier 1 指導により重点をおいた結果、学校は、Tier 2 と 3 の介入指導教師の採用を減らす選択をとり、その結果、学校が使うサービスおよび運用経
費が下がり、有資格者の給与と福利厚生への経費が減る結果となった。
措置 3.8 – 教科書／小説は十分あるとする教師のために、ニーズは当初の予想よりも低く、本と教材の経費は予算よりも低くなった。

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。
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Naviance の利用や、iLead プログラムに関してのミドルスクールとハイスクールの連動のような、大学進学と就職のレディネスのサポートを向上させる必要がある。（新 LCAP
の目標／措置 1.3 を参照）
大学進学と就職につながるコースの提供は、TUSD とエルカミノ・カレッジのコラボレーションを強化することによって、向上させることができる。（新 LCAP の目標／措置 1.5
を参照）
職業技術教育コースの提供を増大させる必要があり、さらに、CTEIG 助成金を通じて可能であった PLTW 進路のコース拡張への資金の終了にともない、そのようなコース提供を
持続可能にすることが必要である。（新 LCAP の目標／措置 1.5 を参照）
RTI プログラムの成長と TUSD の RTI 計画の実施は、Tier II と Tier III のサポートを拡張することに重点をおきながら継続させる。（新 LCAP の目標／措置 2.2 を参照）
教育規定 51930-51939（カリフォルニア青少年の健康に関する法律）のプログラムと内容に関する要件に従って包括的性教育を提供するすべての教師（小学校、ミドルスクー
ル、ハイスクール）のための、カリキュラムと専門能力開発を開発することが、引き続き必要である。（新 LCAP の目標／措置 1.6 を参照）
大学進学と就職につながるコースの提供は、進学／就職指標（CCI）で定義された、中等教育後に備えるためのさまざまなオプションを、生徒が遂行することを認める手段により
向上させることができる。（新 LCAP の目標／措置 1.3 と 1.5 を参照）
さらに、この目標は、2018－19 年度の LCAP では、目標 3 から目標 2 に移る。この目標内の措置は以下のように移動する：措置 3.1 は 1.5 に、措置 3.2 は 1.4 に、措置 3.3 は 1.5
に、措置 3.4 は 1.6 に、措置 3.5 は 2.2 に、措置 3.6 は 2.3 に、措置 3.7 は 2.4 に、措置 3.8 は 2.5 に、措置 3.9 は 1.7 に、措置 3.10 は 1.8 に。
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前年度の LCAP での LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。

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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：:

州優先項目: [5, 6]
ローカル優先項目: [なし]

年次測定可能結果
期待された結果

実際の結果

96% 以上を維持-出席率

96% -出席率

1.9%以下を維持-停学率

1.7% 停学率

0.1%以下を維持-退学率

0.1% -退学率

0.5%以下を維持-慢性的不登校

(2016-17 CDE Dataquest の表示による‐前年度のデータは、ロ
ーカル報告計算方式を使って、独自に計算された。今後はすべて、慢性的不登校の率
は、CDE Dataquest のデータに従う)

0.04%以下を維持- ミドルスクール中退

0.04% - ミドルスクール中退

0.18%以下を維持- ハイスクール中退

0.3% - ハイスクール中退

ベースラインの確立- SWIS 行動測定基準

92% - SWIS 行動測定基準

7.2% -慢性的不登校
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期待された結果

実際の結果

ベースラインの確立-生徒の学校活動への参加に関するアンケート

76% -生徒の学校活動への参加に関するアンケート

措置 4.1
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

対象となる生徒: 全生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

すべての学校で、保護者のための入学説明セッショ
ン、年次生徒／保護者オリエンテーション、そし
て、ハイスクールのクラブのオリエンテーション行
事が実施された。

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。

(目標／措置 3.7 を参照)

(目標／措置 3.7 を参照)

すべての学校レベルで、非重複生徒と低学力生徒グ
ループが新しい学年に適応し、成功できるようにす
るためのさらなるサポートとして、夏のジャンプス
タートの学習機会が提供された。

措置 4.2
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

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

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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

FWEC のディレクター0.5 FTE の配属は計画通り実
施された。

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$60,000; $20,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$48,000; $12,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$125,000 (サービスおよび運
用経費)

$39,000 (サービスおよび運
用経費)
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

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。

小学校とミドルスクールすべてのチームを対象に、
PBIS のトレーニングが実施され、学校は、生徒の
素行に関する照会を追跡するために、SWIS デー
タ・ソフトウェアの活用を始めている。

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

家族歓迎／登録センター（FWEC）ディレクター (.5
FTE)

o

家族歓迎／登録センター（FWEC）ディレ
クター (.5 FTE)

措置 4.3
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／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
実施場所: すべての学校
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。

o

家族／コミュニティの教育参加コーディ
ネーター (1 FTE)

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／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
実施場所: すべての学校
FWEC コーディネーター1.0 FTE の配属は計画通り
実施された。
学校のスタッフは、McKinney Vento、および、ホ
ームレスの生徒／家族の生徒サポートについて、ト
レーニングと技術面での援助を受けた。
FWEC のスタッフは、ホームレスと里子生徒の保
護者に対して、親業のクラス、個別の保護者面談、
保護者のワークショップやイベントを含む、保護者
教育参加の機会を継続的に提供した。

LCFF

LCFF

$113,000; $27,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$113,900; $29,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$10,000 (サービスおよび運用
経費)

$8,500 (サービスおよび運用
経費)

タイトル I

タイトル I

$10,000 (サービスおよび運用
経費)

$10,000 (サービスおよび運
用経費)

33

措置 4.4
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

なし

なし

実施場所: すべての学校
代替的教育プログラムは計画通り実施された。

措置 4.5
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

実際の
措置／サービス

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

サービスの範囲: LEA 全体

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

実施場所: すべての学校

サービスの範囲: LEA 全体

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。

実施場所: すべての学校



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)

(心理と社会情緒面での生徒サービスをサポートす
るための 0.2 FTE は目標／措置 5.2 に移動した)



心理士(0.2 FTE)

心理士のコーディネーター0.5 FTE の配属は、計画
通り実施された。
学校区本部と各学校のスタッフが、社会情緒面での
介入、自殺防止、危険な行動の認識、危機介入に関
するトレーニングに参加した。

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$75,000; $25,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$83,000; $21,000 (有資格者
給与および福利厚生)

$25,000 (サービスおよび運用
経費)

$6,000 (サービスおよび運用
経費)
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措置 4.6
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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。

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校

なし

なし

TUSD schools continued to receive staffing
supports for security personnel, as well as facility
safety and security related supports, including
surveillance systems and upgraded gate/fencing
installation.

措置 4.7
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

対象となる生徒: 全生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

各学校で、安全に関する点検が行われた。

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。

TUSD の学校は、トーランス警察署学校リソースオ
フィサーを任命された。

なし

なし

TUSD のセキュリティと安全に関する情報は、イン
ターネットによる警報、そして、危機状況のコミュ
ニケーションと緊急時対策の開発について情報公開
オフィサーがトーランス警察署と協働することで、
向上した。
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措置 4.8
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

実際の
措置／サービス

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 里子、低所得

対象となる生徒:里子、低所得

サービスの範囲: LEA 全体

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

USDA Smart Snack が、スナックの時間に生徒が購
入できる食品を承認した。

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。

歳出予算

なし

なし

栄養教育を向上させるために栄養サービスのスタッ
フが Torrance Memorial Hospital と協働した。
ジャンプスタートおよび延長学年度プログラムに参
加する生徒は、無料および減価格の朝食とランチを
提供された。

分析
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。
この目標の措置／サービスが実施されていることは明確な証拠により示されている。特に、小学校とミドルスクールの全校で、PBIS トレーニングを終える段階にあり、実施に関
しては、早期段階から中盤の段階にある。また、コーディネーター二名のポジションを含む FWEC のスタッフ配属の継続により、ホームレスと里子生徒に特に焦点をおいて、社会
情緒面の学習に注意を集中させることができている。

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。
PBIS の実施は非常に成功している。停学率は引き続き減少しており、SWIS を通じての Office Discipline Referral（ODR）の測定により、学校は、停学には至らない程度の、軽い
問題行動を数値化し、分析することができている。データ分析により、肯定的な行動をよりよくサポートするために、各学校で適切な対応をとることができ、その結果、支援的で
安全な学校環境が作られている。個人の出席率に問題がある場合は、カウンセラーとカウンセラー実習生が介入の手助けをしている。習慣的に無断欠席をしたり、慢性的に欠席で
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ある生徒に関しては、毎月行われる学校出席審議会（SARB）のミーティングで、生徒がもつ具体的な困難に焦点をあてて、さまざまなサポートを提供している。さらに、Shery
High School のような、「従来の」学校に代わる代替的学校も、生徒の選択肢として提供される。

歳出予算と、推定される実際の歳出額の間の実体的な差を説明せよ。
措置 4.2 – LACOE を通しての小学校とミドルスクール全校の PBIS トレーニングのための資金源と、SWIS の購入のための資金源が変更された。
措置 4.5 –社会／情緒面での介入、自殺防止、危険な行為の認識、危機介入に関して本部と各学校のスタッフをサポートするためのトレーニングの計画段階に時間を費やした。さ
まざまなプログラムが評価されたが、購入はされなかった。

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。
PBIS のサポートと懲戒件数の減少は、SWIS データツールの利用により、向上させることができる。（新 LCAP の目標／措置 4.3 を参照）
メンタルヘルスに関するサービスとサポートは、特にホームレスと里子生徒に関して、個々のケース管理サービスを提供するスタッフとインターンの数を増やすことで、増大する
ニーズに合うように向上させることができる。（新 LCAP の目標／措置 4.6 を参照）
脅威の評価のトレーニングとプロトコルは、TUSD のスタッフとコミュニティの専門家との協力を強化することで向上させることができる。（新 LCAP の目標／措置 4.7 を参照）
学校の安全計画は、容易にアクセスできるキャンパスの地図や最新の手順やプロトコルなど、緊急時のコミュニケーションに関するリソースを強化することで向上させることがで
きる。（新 LCAP の目標／措置 4.7 を参照）
この目標は、2018－2019 年度の新 LCAP では目標４として継続するが、一部の措置が以下のように移動する：措置 4.1 は 4.2 に、措置 4.2 は 4.3 に、措置 4.3 は 4.4 に、措置 4.4
は 4.5 に、措置 4.5 は 4.6 に、措置 4.6 は 4.7 に、措置 4.7 は 4.8 に、措置 4.8 は 4.9 に。
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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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：

州優先項目: [3, 6]
ローカル優先項目: [なし]

年次測定可能結果
期待された結果

実際の結果
達成 -学校および学校区の顧問委員会のミーティング／行事への保護者参加（以下を
参照）

ベースラインを確立する- 学校および学校区の顧問委員会のミーティング／行事への
保護者参加

12 名= 学校委員会への保護者参加者数平均;
24 名= 学校区レベルの委員会への保護者参加者平均;
590 名= 学校区レベルのワークショップへの保護者参加者平均

翻訳および通訳サービスの保護者の利用件数を 10％増加させる- 翻訳／通訳サービス
の保護者の利用

このローカルレベルの尺度は使用されなかったため、今後は継続されない。

措置 5.1
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒

対象となる生徒: 全生徒

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCFF

LCFF

$2,125,000 (サービスおよび
運用経費)

$2,125,000 (サービスおよび
運用経費)
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計画された
措置／サービス
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。

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

新しい電話システムがすべての学校／支部に導入さ
れた。E メールおよびその他のデジタル・コミュニ
ケーションのリソースは、引き続きサポートと微調
整が行われていく。

措置 5.2
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／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

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
実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

FWEC のスタッフ 7.0 FTE の配属は計画通りに実
施された、

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。

家庭とのコミュニケーションは、オンラインやソー
シャルメディアのリソースを通して拡張され、これ
を活用して、保護者の教育参加を促進するトピック
を含む、家庭や保護者のワークショップについての
情報が配布された。



FWEC のスタッフ
は 50%)

(7.0 のうち 3.5 FTE また

ホームレスと里子生徒の保護者のための行事は計画
通り実施された。



保護者教育参加イベントおよび TUSD ウェル
ネス・フェア

コミュニティ・リソースとパートナーシップの開発
には、Building Community Collaborative、South
Bay Family Connected、および毎月のコミュニテ
ィヘルスの機関が含まれた。

LCFF

LCFF

$140,000; $96,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$172,000; $73,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$12,000 (サービスおよび運用
経費)

$12,000 (サービスおよび運
用経費)

英語学習生、低所得、ホームレス、里子の生徒の
IEP／プログラム配置サービスと、登録時のサポー
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

トのための、心理士サービス配属コーディネーター
として、0.2 FTE のサポートが追加された。

措置 5.3
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校
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

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれない措置／サービス。

対象となる生徒: 全生徒
実施場所: すべての学校

(目標／措置 2.10 と 3.7 を参
照)

(目標／措置 2.10 と 3.7 を参
照)

各学校は、保護者の教育参加シンポジウムやツール
キットなど、保護者の教育参加の機会を向上させる
ことについてのガイダンスを提供された。

措置 5.4
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

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

サービスの範囲: LEA 全体

歳出予算

なし

推定される
実際の歳出

なし
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

年 4 回の DELMAC ミーティングが、各学校ベース
の ELMAC と共に、計画通りに実施され、EL 生の
保護者に、子供の学習と言語発達をサポートするた
めのトレーニングと教育が提供された。

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

LCAP 保護者顧問委員会とタイトル I 保護者顧問委
員会が何度か開かれ、TUSD の目標と措置について
学ぶ機会を提供し、LCAP とタイトル I 計画に関す
るさらなる意見が集められた。TAP ミーティング
およびウェルネス委員会ミーティングは計画通り実
施された。

措置 5.5
計画された
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、低所得
サービスの範囲: LEA 全体
実施場所: すべての学校
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

実際の
措置／サービス
増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒: 英語学習生、低所得
サービスの範囲: LEA 全体
実施場所: すべての学校
翻訳／通訳のスタッフ 3.0 FTE の配属は計画通り
実施された。
すべての保護者からの依頼に迅速に応えるため、ス
ペイン語、日本語、韓国語、中国語、ベトナム語、
テルグ語、ポルトガル語、ペルシャ語、ウルドゥー
語、アラビア語、フランス語などの、追加的な通訳
スタッフが提供された。
TUSD の EL 保護者カンファレンスが 4 月に実施さ
れ、すべての保護者ワークショップに、複数の言語
の通訳が配置された。

LCFF

LCFF

$138,000; $60,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$138,000; $60,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$10,000 (サービスおよび運用
経費)

$10,000 (サービスおよび運
用経費)

タイトル I

タイトル I

$20,000 (サービスおよび運用
経費)

$27,000 (サービスおよび運
用経費)

タイトル III

タイトル III

$10,000 (サービスおよび運用
経費)

$500 (サービスおよび運用経
費)
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

歳出予算

推定される
実際の歳出

スペイン語の保護者のゆうべは、参加者が少ないこ
とからキャンセルされたが、そのセッションは、
EL 保護者カンファレンスの行事に統合された。
夏休み中のリーディングレベル維持に関して生徒と
保護者をサポートするために、Summer Slide リー
ディング・プログラムがタイトル I の小学校とミド
ルスクールで提供された。

措置 5.6
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

対象となる生徒:里子、低所得

対象となる生徒:里子、低所得
サービスの範囲: LEA 全体

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

家族歓迎／登録センターのスタッフは引き続き、保
護者に対し、学習リソースやその他のサポートのた
めのリソースを提供した。これには、低所得と里子
の家族／生徒との登録時のミーティングが含まれ
る。

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。

なし

なし

措置 5.7
計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

歳出予算

推定される
実際の歳出

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

増加／向上したサービスの要件を満たすのに貢献してい
るとされるものに含まれる措置／サービス。

LCFF

LCFF

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

対象となる生徒: 英語学習生、里子、低所得

$73,000; $27,000 (一般職員
給与および福利厚生)

$75,000; $27,000 (一般職員
給与および福利厚生)
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計画された
措置／サービス

実際の
措置／サービス

サービスの範囲: LEA 全体

サービスの範囲: LEA 全体

実施場所: すべての学校

実施場所: すべての学校

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。

ウェブ・コミュニケーション・スペシャリスト 1.0
FTE の配属は計画通り実施された。



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)

歳出予算

推定される
実際の歳出

保護者への働きかけの計画が開発され、これには、
さまざまな情報入手手段のオプションに関する意見
に基づき、オンラインでの保護者のための内容が含
まれた。さまざまな構成要素があり、英語学習生、
低所得、ホームレス、里子生徒のためのストラテジ
ーや助言が含まれる。

分析
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。
この目標の措置／サービスは実行され、それは、保護者／家族の教育関与コーディネーター、FWEC のスタッフ、およびフルタイムの翻訳／通訳スタッフ配属の継続に明確に表れ
ている。その他の部門や各学校と協力して、ホームレス、里子、英語学習生、特殊教育生徒に特に焦点をおいて、新しいコミュニケーションの道が開かれ、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。
当初提案された、尺度のベースラインのデータにより、学校区行事の平均参加者数の増加、提供される行事の広がり、翻訳・通訳サービスを依頼／活用する学校数の増加で、期待
できるデータが示されている。さらに、学校区の行事には、英語学習生、低収入、ホームレス、里子生徒といった、非重複生徒に焦点をおいた行事が含まれるようになった。
学校区では、翻訳／通訳サービスの活用件数の増加や、全般的な保護者への働きかけの手段実行の増加などに、期待された結果が表れている。保護者への働きかけの手段が拡張さ
れ、学校区レベルの保護者教育クラス、学校区のさまざまな保護者教育ワークショップ、学校区の家族歓迎・登録センターでのコミュニティ・サービス、および、ホームレスや里
子生徒の保護者のためのオンライン対話型ツールなどの、保護者の教育関与に関する機会が増やされている。

歳出予算と、推定される実際の歳出額の間の実体的な差を説明せよ。

43

措置 5.2 – 一般職員給与の実際の費用は当初の予算よりも高かったが、一般職員の福利厚生の費用は予算よりも低くなると推定される。全体的に、一般職員の給与と福利厚生を合
わせた実際の費用の推定額は、予算に間違いがあったため、$9,000 高くなった。
措置 5.5 – スペイン語の保護者のゆうべは、昨年度参加者が少なかったため、今年度は実施されなかった。このため、タイトル III に関するサービスおよび運用費用は減少する結
果となった。さらに、Summer Slide リーディング・プログラムへの参加者が増加したため、タイトル I のサービスおよび運用の実際の費用推定額は予算よりも高くなっている。

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。
引き続き、メンタルヘルスに関するリソースを拡張する必要がある。（新 LCAP の目標／措置 4.6 を参照）
TUSD ウェブベースのリソースを増加、改善し、保護者の教育関与に関するリソースをアップデートする。（新 LCAP の目標／措置 5.7 を参照）
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利害関係者の関与
LCAP 年度: 2018-2019

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

2017-2018

日付

行事

場所

対象グループ

10/20/17

DELMAC

Levy

保護者

12/11/17

管理者ミーティング

学校区

校長／本部の管理者

12/11/17

本部スタッフ

学校区

TOSA’s

12/20/17

タイトル I 保護者顧問会

学校区

保護者

2/28/18

LCAP 保護者顧問会

学校区

保護者

3/16/18

生徒パネル

学校区

生徒

対象グループ

LCAP ミーティング 2017-2018
日付

行事

場所

1/25-3/12/18

School Lead. チーム

各学校(6 ES, 3 MS, 2 HS) 教師

2/27/18

タイトル I 保護者顧問会

学校区

保護者

3/5/18

管理者ミーティング

学校区

校長／本部の管理者

3/9/178

DELMAC

Levy

保護者

3/16/18

生徒パネル

学校区

生徒

4/4/18

Torr. Teachers Assoc.

学校区

教師労働組合

4/19/18

CSEA Ch. 845

学校区

一般職員労働組合

4/19/18

CSEA Ch. 19

学校区

一般職員労働組合

4/23/18

LCAP 保護者顧問会

学校区

保護者
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5/16/18

LCAP 保護者顧問会

学校区

保護者(承認)

5/18/18

DELMAC

Levy

保護者(承認)

6/18/18

公聴会

Board Room

理事会／コミュニティ

6/25/18

理事会承認

Board Room

理事会／コミュニティ

プロセスの分析:
今年度の関与プロセスは引き続き、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、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る。具体的には、今年度は、達成度が 2 レベル以上低い、あるいは、オレンジと赤のレベルの結果となっている下位グルー
プをもつ学校での教師グループとのミーティングが含まれた。各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。30 校各校の校長が、LCAP について考察するためのミーティングを開き、学校委員会、ELMAC ミーティング、そして、教師
陣やスタッフから意見を得た。このことは、2017 年 12 月‐2018 年 2 月の各ミーティングの議題や議事録に反映されている（TUSD‐付録１参照）。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。さらに、生徒パネルには、英語学習
生、里子、低所得、高学力、ヒスパニックなど、広い範囲にわたる人口学的グループからの生徒が含まれた。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。
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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？
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 に関して利害関係者グループからの意見を取り入れることで、生徒の業績を最大限にする可能性を高める結果となった。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 の目標は５つに維持されたが、目標の記述と順序に多少変更があり、以下のようにまとめられる：
•

全生徒が大学進学や就職のレディネスと準備に公平にアクセスできること

•

低学力の下位グループすべてを含み、すべての学年で、生徒の達成度を高める

•

教師と管理者のための、効果的で、持続的な専門能力開発

•

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、2017－2018 年度の 1 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今後の延長を含む、鍵となる領域での勧告がなされた。また、TUSD が、カウンセリングと
社会情緒面でのサポート、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
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焦点になることは明らかである。特に、教師と管理者の意見は一貫して、小学校の体育の PLC の時間を継続する必要性を指摘したことから、この計画書で、毎週教師がコラボレー
ションを行う時間を拡張／増加する努力がなされた。
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
戦略的計画の詳細および説明責任
LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。
(新しい目標、修正を加えた目標、変更なしの目標から選ぶ)

新しい目標

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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：
州優先項目: 1, 7, 8
ローカル優先項目: なし

特定されたニーズ:
TUSD は卒業率は非常に高いが、生徒全員が、大学進学や就職の機会と成功の準備ができた状態で、遅れることなく卒業することが期
待される。CCI 指標の中で、里子、EL、および SED を含む有意下位グループに関して、全生徒に比べてギャップが大きくなってい
る。
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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

進学／就職指標
(CCI)

55%

55%

57%

59%

卒業率

Very High (95%)

Very High (96%)

Very High を維持する
(97%)

Very High を維持する
(98%)

ローカル指標– 充
分な教材がある生
徒の率

100% (達成)

100% (達成)

100% (達成)

100% (達成)

Healthy Fitness
Zone (HFZ) – for
5 年生

72.9% (2015-2016)

75%

76%

77%

計画されている措置／サービス
LEA の措置／サービスそれぞれについて、以下の表に記入せよ。予算を含み、表は必要に応じてコピーせよ。

措置

1.1

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ)：
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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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2017-18 措置／サービス

学年別および内容領域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、指導を強化す
る。


小学校で毎週のコラボレーションの時間をもつ
ための、体育教師 6.4 FTE

歳出予算
年度
金額

2017-18

2018-19

2019-20

$365,00; $135,000

$370,00; $140,000
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年度

2018-19

2019-20

資金源

LCFF

LCFF

予算適用

有資格者給与; 有資格者福利厚生

有資格者給与; 有資格者福利厚生

措置

2017-18

1.2

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

措置／サービス
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2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。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。

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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

$220,000

$125,000

$125,000

資金源

LCFF

LCFF

LCFF

予算適用

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

措置

1.3

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：
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対象となる生徒:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全員

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

修正

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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。

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。

措置／サービス



K-12 年生の歴史の教材採択に重点を置く。



K-12 年生の科学の教材採択過程に重点を置
く。
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歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $1,035,000
2. $15,000

1. $3,035,000
2. $15,000

1. $15,000

資金源

1. LCFF
2. タイトル II

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF

1. 本および教材

1. 本および教材

2. 有資格者時給および代用教員

2. 有資格者時給および代用教員

予算適用

措置

1. 有資格者時給および代用教員

1.4

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校
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措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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



ハイスクールのカウンセラー(4 FTE の
37%)



進学／就職コーディネーター(4 FTE の
37%)



ミドルスクールのカウンセラーの増員 (1
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。
サマー・エンリッチメント

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $135,000; $35,000
2. $80,000; $35,000

1. $212,000; $58,000
2. $80,000; $35,000

1. $212,000; $58,000
2. $80,000; $35,000
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年度

2017-18

2018-19

2019-20

3. $136,000

3. $113,000

3. $73,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

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

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

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

3. 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

1.5

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全員

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

57

措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。



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)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $135,000; $35,000
2. $80,000; $35,000

1. $135,000; $35,000
2. $91,000; $24,000

$91,000

資金源

1. CTEIG 助成金

1. CTEIG 助成金

2. Perkins 助成金

2. Perkins 助成金

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. サービスおよび運用経費

予算適用

Perkins 助成金

サービスおよび運用経費
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措置

1.6

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全員

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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、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。

TUSD は、生徒全員の健康を促進するために、引き続
き、一貫した体育指導および教師の 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。

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

ミドルスクールとハイスクールの保健の教師に、義務付
けられた AB 329 PD（１日）を提供する。５年生の教
師全員に、５年生人間の成長、発達および性的健康に関
する PD を提供する。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

$7500

$4500

資金源

非適用

タイトル II

タイトル II

予算適用

非適用

有資格者時給および代用教員

有資格者時給および代用教員

措置

1.7

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全員

全学校
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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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。

措置／サービス

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

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

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

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

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

o

ハイスクールのセクション増加

歳出予算
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年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

$38,000

$38,000

資金源

非適用

LCFF

LCFF

予算適用

非適用

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

措置

1.8

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全員

生徒全員
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

措置／サービス
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2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

修正

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

$1,500

なし

資金源

非適用

タイトル II

N/A

予算適用

非適用

有資格者時給および代用教員

N/A
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目標、措置、およびサービス
戦略的計画の詳細および説明責任
LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。
(新しい目標、修正を加えた目標、変更なしの目標から選ぶ)

修正

目標 2
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、低学力生徒グループのすべてが、標
準を満たすあるいは標準を超えるレベルに達する。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：
州優先項目: 4, 7, 8
ローカル優先項目: なし

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（Very High- 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。ホームレス（オレンジ）、社会経済的に不利な家庭（オレンジ）、障害のある生徒（オレン
ジ）、そして、アフリカ系アメリカ人（オレンジ）の生徒グループが、すべて、ELA に関しては、生徒全員に比べて２レベル以上下回っている。さらに、数学のテスト結果に関
しては、社会経済的に不利な家庭（オレンジ）、障害のある生徒（オレンジ）、アフリカ系アメリカ人（オレンジ）、およびヒスパニック（オレンジ）の生徒グループが、生徒全
員に比べて２レベル以上下回っている。

TUSD が新しい EL 評価テスト（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に効果的な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）の中で、引き続きニーズを特定していく。
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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)

59%

60%

61%

ELA 学力 Dashboard
(K-8)

“High（高）”

“High（高）”

“High”を維持する

“High”を維持する

“High（高）”

“High”を維持する

“High”を維持する

数学学力 Dashboard
(K-8)

“High（高）”

英語学習生進歩
Dashboard

“Medium（中）”

“High（高）”

“High”を維持する

“High”を維持する

英語学習生熟達度
(CELDT/ELPAC)

51% (2015-16)

55%

ELPAC ベースライン TBD

ELPAC ベースラインから向上さ
せる

EL 熟達認定率

10.6% (2016-17)

12%

14%

15%

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;

72% (2015-16);
57% (2015-16)

74%;
59%

76%;
61%

78%;
63%

EAP ‐数学

計画されている措置／サービス
LEA の措置／サービスそれぞれについて、以下の表に記入せよ。予算を含み、表は必要に応じてコピーせよ。
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措置

2.1

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2017-18 措置／サービス

追加的な指導が必要な生徒には、授業時間内の、
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。
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

試験的に、小学校の RTI をサポートするための追
加的なコラボレーションの時間を要請する小学校
または学年は、K-5 年生の生徒の介入と指導計画
を開発するために、教師の学年別チーム計画時間
を週に１時間追加で受けることができる。


RTI 計画とコラボレーションのために１時
間に複数の教師をリリースするための、
毎日の体育のアクティビティのための
YMCA との契約サービス

歳出予算
年度

2018-19

2019-20

金額

$350,000

$350,000

資金源

LCFF

LCFF

予算適用

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

措置

2017-18

2.2

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):
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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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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。

措置／サービス

o

ハイスクール副校長(4 FTE)

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

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

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

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)
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

o

K-12 年生のための Jumpstart サマースク
ールプログラム

o

タイトルＩの学校での Tier 3 小学校リーデ
ィング介入指導(5.5 FTE)

o

延長学年度のための、施設の維持修繕

o

o

ハイスクール単位回復のための
OddysseyWare のライセンス

タイトルＩの学校での Tier 3 ミドルスクー
ル・リーディング介入指導(1.5 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

o

ハイスクール単位回復のための
OddysseyWare のライセンス

2019-20 措置／サービス

歳出予算
年度
金額

資金源

予算適用

2017-18

2018-19

2019-20

1. $1,780,000; $325,000
2. $453,000
3. $20,000; $10,000
4. $1,300,000
5. $18,000

1. $1,810,000; $340,000
2. $420,000
3. $20,000; $10,000
4. $1,300,000
5. $15,000
6. $605,000; $190,000

1. $1,780,000; $325,000
2. $420,000
3. $10,000; $5,000
4. $1,300,000
5. $10,000
6. $615,000; $195,000

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF
4. LCFF
5. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF
4. LCFF
5. LCFF

6. タイトル I

6. タイトル I

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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用教員

2. 有資格者時給および代用教員

2. 有資格者時給および代用教員

3. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

3. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

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

4. サービスおよび運用経費

4. サービスおよび運用経費

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF
4. LCFF
5. LCFF
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年度

措置

2017-18

2018-19

2019-20

5. 本および教材

5. 本および教材

5. 本および教材

6. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

6. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

2.3

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。
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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $445,000; $115,000
2. $115,000; $45,000
3. $100,000
4. $5,000
5. $75,000

1. $450,000; $120,000
2. $115,000; $45,000
3. $125,000
4. $5,000
5. $85,000

1. $455,000; $120,000
2. $120,000; $50,000
3. $125,000
4. $5,000
5. $85,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

4. タイトル III – 移民

4. タイトル III – 移民

4. タイトル III – 移民

5. タイトル III – 移民

5. タイトル III – 移民

5. タイトル III – 移民

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

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用教員

3. 有資格者時給および代用教員

3. 有資格者時給および代用教員

4. 本および教材

4. 本および教材

4. 本および教材

予算適用
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年度

措置

2017-18

2018-19

2019-20

5. 有資格者時給および代用教員

5. 有資格者時給および代用教員

5. 有資格者時給および代用教員

2.4

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

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。

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。

2019-20 措置／サービス

CA ダッシュボードの指標が ELA および／または数学で
オレンジ／赤である学校を優先しながら、追加的な学校
区のトレーニング、コラボレーション、リソースを提供
していく。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $1,500,000; $500,000
2. $400,000
3. $300,000
4. $600,000

1. $1,700,000; $700,000
2. $300,000
3. $296,000
4. $640,000

1. $1,700,000; $700,000
2. $300,000
3. $296,000
4. $640,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF
4. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF
4. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF
4. LCFF

予算適用

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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用教員

2. 有資格者時給および代用教員

2. 有資格者時給および代用教員

3. 本および教材

3. 本および教材

3. 本および教材

4. サービスおよび運用経費

4. 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

2.5

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

修正

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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。

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。

措置／サービス

o

Learning A-Z (RAZ-Kids) のライセンス

o

Learning A-Z (RAZ-Kids) のライセンス

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

Proquest および Learn360 データベース

o

Proquest および Learn360 データベース
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2017-18 措置／サービス
o

主要小説セットの追加

2018-19 措置／サービス
o

2019-20 措置／サービス

主要小説セットの追加

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

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

1. $250,000
2. $70,000

$70,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

LCFF

予算適用

1. 本および教材

1. 本および教材

2. サービスおよび運用経費

2. サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

75

目標、措置、およびサービス
戦略的計画の詳細および説明責任
LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。
(新しい目標、修正を加えた目標、変更なしの目標から選ぶ)

修正

目標 3
K-12 年生で、カリフォルニア標準、次世代科学標準、ELD 標準などの学力標準を採用しながら、教師の効率的な採用と教師の能力開発を含め、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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：
州優先項目: 1, 2
ローカル優先項目: なし

特定されたニーズ:
カリフォルニア標準の採用に関してはかなりの時間とリソースが注がれたが、引き続き全学年で、内容、指導、評価における指導実践の教師のス
キルを洗練する必要がある。
また、専門能力開発に適切に対応するだけの代用教員の数が不足している。学校ベースのコラボレーションや専門能力開発に対処できるように、
代用教員の増員を確保する。
専門能力開発に広く活用された一度きりの資金が失効したこと（そして、多くのリソース教師がクラス指導に戻ったこと）に伴い、各学校での努
力の持続可能性を確かにする必要がある。

76

TUSD 全体の 16％が EL 生であることから、すべての教科と学年にわたり、統合 ELD と指定 ELD の提供に焦点をしぼる必要がある。専門能力開
発の教科が必要である。

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

完全に資格があり、適
切な学習領域での指導
についている教師の率

100%

100%

100%

100%

ELD 認定を受けた教師の
率

100%

100%

100%

100%

空いたポジションをす
べて埋める

92%

100%

100%

100%

標準の実施‐ローカル
指標

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
によって教えられてい
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
学習に関する、定期的
な、および持続的な PLC
に参加する教師の率

100%

100%

100%

100%

計画されている措置／サービス
LEA の措置／サービスそれぞれについて、以下の表に記入せよ。予算を含み、表は必要に応じてコピーせよ。
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措置

3.1

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／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。

78

2017-18 措置／サービス
o

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $870,000; $334,000
2. $75,000

1. $870,000; $334,000
2. $45,000

1. $870,000; $334,000
2. $15,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

予算適用

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. サービスおよび運用経費

2. サービスおよび運用経費

措置

3.2

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

All

全学校
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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／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。」
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

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし
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年度

2017-18

2018-19

2019-20

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用

措置

3.3

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

措置／サービス
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2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。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。

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



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)



小学校誘導リーディング・リソース教師 (2.0
FTE)



中等教育 ELA リソース教師(2.33 FTE)



小学校拡張リテラシー・リソース教師 (複数教
科 2.0 FTE)

歳出予算
年度

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

1. $615,000; $170,000
2. $80,000
3. $116,000; $31,000
4. $86,000; $27,000

1. $615,000; $170,000
2. $65,000
3. $123,000; $35,000
4. $90,000; $30,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

3. タイトル I

3. タイトル I

3. タイトル I

4. タイトル III-EL

4. タイトル III-EL

4. タイトル III-EL
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年度

2017-18

2018-19

2019-20

予算適用

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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用教員

2. 有資格者時給および代用教員

2. 有資格者時給および代用教員

3. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

3. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

4. 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

措置

3.4

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生

LEA 全体

全学校

措置／サービス
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2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

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



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 プロトコル



統合／指定 ELD の各学校での PLC プロトコル

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

（目標／措置 3.7 参照)

(目標／措置 2.3 と 2.4 参照)

(目標／措置 2.3 と 2.4 参照)

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用

措置

3.5

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：
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対象となる生徒:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

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。

措置／サービス



小学校拡張リテラシー・リソース教師(措置 3.3
参照)
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歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $50,000
2. $5,000

$25,000

$25,000

Source

1. LCFF
2. LCFF

LCFF

LCFF

予算適用

1. 有資格者時給および代用教員

有資格者時給および代用教員

有資格者時給および代用教員

2. サービスおよび運用経費

措置

3.6

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校
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措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。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。

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



カリキュラムディレクター



リソース教師(2.17 FTE)



リソース教師(2.17 FTE)



小学校拡張リテラシー・リソース教師(措
置 3.3 参照)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $142,000; $33,000
2. $235,000; $60,000
3. $90,000

1. $145,000; $35,000
2. $240,000; $60,000
3. $80,000

1. $147,000; $38,000
2. $240,000; $65,000
3. $65,000

資金源

1. タイトル II

1. タイトル II

1. タイトル II

2. LCFF
3. LCFF

2. LCFF
3. LCFF

2. LCFF
3. LCFF

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. 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

予算適用
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年度

措置

2017-18

2018-19

2019-20

3. 有資格者時給および代用教員

3. 有資格者時給および代用教員

3. 有資格者時給および代用教員

3.7

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

変更なし

修正

変更なし

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／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。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。

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。
新しい／現行の科学のコースに関して、コースの目標／
範囲を定める。

リソース教師(2 FTE)



科学リソース教師(2 FTE)



小学校拡張リテラシー・リソース教師(措置 3.3
参照)

2019-20 措置／サービス

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

1. $210,000; $55,000
2. $235,000

1. $107,000; $29,000
2. $106,000; $28,000
3. $80,000
4. $7,200

1. $107,000; $29,000
2. $106,000; $28,000
3. $65,000

金額

1. タイトル II

資金源
1. タイトル II

2. タイトル III

2. LCFF

3. LCFF
4. タイトル II
1. 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. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

2. 有資格者時給および代用教員

3. 有資格者時給および代用教員
4. 有資格者時給および代用教員

1. タイトル II
2. タイトル III
3. LCFF

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用教員
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措置

3.8

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

障害のある生徒

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／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。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。

既存のトレーニングスタッフを使って、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。

2019-20 措置／サービス

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

$25,000

なし

なし

資金源

LCFF

非適用

非適用

予算適用

有資格者時給および代用教員

非適用

非適用

措置

3.9

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

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。

措置／サービス



学習のためのテクノロジー・リソース教師 (2.0
FTE)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $215,000; $60,000
2. $3,000

1. $217,000; $63,000
2. $3,000

1. $220,000; $65,000
2. $3,000

92

年度

2017-18

2018-19

2019-20

資金源

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

予算適用

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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用教員

2. 有資格者時給および代用教員

2. 有資格者時給および代用教員

措置

3.10

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

措置／サービス
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2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

変更なし

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。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。

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)

GATE リソース教師(1 FTE)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $105,000; $30,000
2. $45,000
3. $45,000

1. $100,000; $22,000
2. $66,000
3. $42,000

1. $102,000; $25,000
2. $66,000
3. $42,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

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

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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用教員

2. 有資格者時給および代用教員

2. 有資格者時給および代用教員

3. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費
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措置

3.11

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

障害のある生徒

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。これには、新しく採用された者への

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

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

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。

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。

2019-20 措置／サービス

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

$33,000

$20,000

$20,000

資金源

教育者有効性助成金

LCFF

LCFF

予算適用

一般職員時給および代用

一般職員時給および代用

一般職員時給および代用

措置

3.12

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／サービス

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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用
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措置

3.13

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

変更なし

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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

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。

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

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。

特殊教育、数学、科学といった、埋めにくい有資格者ポ
ジションの採用プロセスを前年度よりも早く開始する。

2019-20 措置／サービス

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

$7300

$7200

$7200

資金源

LCFF

LCFF

LCFF

予算適用

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

措置

3.14

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

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
ラムを続ける。これには、新任教育スタッフ（新採用の
状況に応じて 4 または 5FTE）、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。

措置／サービス



特殊教育教師新任教育コホート



新任教育リソース教師(5.0 FTE)



特殊教育教師新任教育コホート

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $478,000; $142,000
2. $95,000

1. $480,000; $145,000
2. $179,000

1. $495,000; $155,000
2. $179,000
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年度

2017-18

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

措置

2018-19

2019-20

3. $152,000

3. $152,000

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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用教員

2. 有資格者時給および代用教員

3. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費

3.15

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)
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措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

変更なし

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $86,000,000; $24,000,000
2. $19,500,000; $6,500,000

1. $86,000,000; $24,000,000
2. $19,500,000; $6,500,000

1. $86,000,000; $24,000,000
2. $19,500,000; $6,500,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

予算適用

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

2. 一般職員給与; 一般職員福利厚生
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目標、措置、およびサービス
戦略的計画の詳細および説明責任
LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。
(新しい目標、修正を加えた目標、変更なしの目標から選ぶ)

変更なしの目標

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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：
州優先項目: 5, 6
ローカル優先項目: なし

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 3 年目に参加している学校 13 校のうち、2016-17 年度 CA ダッシュボードのデータに基づき、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。
TUSD は、引き続き、生徒の学校活動参加に関するアンケートをとり、ベースとなる尺度を確立する必要がある（上記のパーセンテージは、小学校、ミドルスクール、ハイスクー
ルの生徒からの、生徒の学校生活と安全に関するさまざまな質問に１－４のスケールで答えてもらった結果に基づき、肯定的な回答の平均的なパーセンテージを示している）。

停学率に関して、CA ダッシュボード上の表示で、学校区レベルの下位グループのデータが赤からオレンジ／黄色に、また、オレンジから黄色／緑に向上する。
TUSD:（赤）ホームレス‐（オレンジ）里子と太平洋諸島民族。（アダムズ小学校、ウッド小学校、およびハル・ミドルスクール）
停学率に関して、CA ダッシュボード上の表示で、学校レベルの下位グループのデータが赤からオレンジ／黄色に、オレンジから黄色／緑に向上する。
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生徒の問題行動を減らし、停学率を下げるために、Tier 1 の社会情緒面でのサポート計画を開発し、実施する必要がある。

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

出席率

96%

96%

96% 以上を維持

96%以上を維持

停学率

1.9%

1.7%

1.7%以下を維持

1.7%以下を維持

退学率

0.1%

0.1%

0.1%以下を維持

0.1%以下を維持

慢性的不登校

0.5%

7.2%

6.2%に減少

5.2%に減少

ミドルスクール中退

0.04%

0.04%

0.04%以下を維持

0.04%以下を維持

ハイスクール中退

0.18%

0.3%

0.3%以下を維持

0.3%以下を維持

学校風紀 – ローカル指
標

達成

(ES – 79%; MS – 79%; HS –
72%)

達成（維持または 1%増加）

達成（維持または 1%増加）

施設に修繕の行き届い
た学校の率

100%

80%

100%に向上

100%

達成– 76%
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計画されている措置／サービス
LEA の措置／サービスそれぞれについて、以下の表に記入せよ。予算を含み、表は必要に応じてコピーせよ。

措置

4.1

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

特定の学年幅

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

TUSD は、全学校で、トレーニングを受けた有資格のカ
ウンセリング・スタッフが利用できる日を増やすことを
含め、社会情緒面でのサポートを生徒に提供する。


小学校カウンセラー (3.4 FTE)

歳出予算
年度

2018-19

2019-20

金額

$290,000; $110,000

$290,000; $110,000

資金源

LCFF

LCFF

予算適用

有資格者給与; 有資格者福利厚生

有資格者給与; 有資格者福利厚生

措置

2017-18

4.2

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全生徒
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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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、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。

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。

措置／サービス

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

(目標／措置 3.7 を参照)

(目標／措置– 2.4 を参照)

(目標／措置– 2.4 を参照)

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用
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措置

4.3

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／サービス

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
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。



家族歓迎／登録センター（FWEC）ディレクタ
ー(.5 FTE)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $60,000; $20,000
2. $125,000

1. $62,000; $20,500
2. $130,500

1. $63,000; $22,000
2. $90,500

資金源

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

予算適用

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. サービスおよび運用経費

2. サービスおよび運用経費

措置

4.4

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／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)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $113,000; $27,000
2. $10,000
3. $10,000

1. $115,000; $30,000
2. $23,000
3. $10,000

1. $118,000; $32,000
2. $23,000
3. $10,000

資金源

1. LCFF

1. LCFF

1. LCFF
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年度

予算適用

措置

2017-18

2018-19

2019-20

2. LCFF

2. LCFF

2. LCFF

3. タイトル I

3. タイトル I

3. タイトル I

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. サービスおよび運用経費

2. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費

4.5

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全員

全生徒
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

措置／サービス
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2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用

措置

4.6

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：
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対象となる生徒:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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、オンライン照会システ
ム、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。





措置／サービス

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)

心理士およびカウンセリングのコーディネーター
(0.5 FTE)
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2017-18 措置／サービス


2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

心理士(0.2 FTE)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $75,000; $25,000
2. $25,000

1. $62,000; $11,000
2. $11,000

1. $63,000; $12,000
2. $11,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

予算適用

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

1. 有資格者給与; 有資格者福利厚生

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

2. サービスおよび運用経費

2. サービスおよび運用経費

措置

4.7

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用
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措置

4.8

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／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。
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歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用

措置

4.9

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

里子、低所得

LEA 全体

全学校
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措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用

措置

4.10

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：
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対象となる生徒:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全生徒

全学校
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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

変更なし

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

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。

措置／サービス



一般的運用の目的での学校区“間接”（許容最大
5.15％）

119

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $6,700,000
2. $400,000

$6,700,000

$6,700,000

資金源

1. LCFF
2. LCFF

LCFF

LCFF

予算適用

1. サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

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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目標、措置、およびサービス
戦略的計画の詳細および説明責任
LEA の目標それぞれについて、以下の表に記入せよ。表は必要に応じてコピーせよ。
(新しい目標、修正を加えた目標、変更なしの目標から選ぶ)
変更なしの目標

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。

この目標が該当する州／ローカルレベルの優先項目：
州優先項目: 3, 6
ローカル優先項目: なし

特定されたニーズ:
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。
翻訳／通訳サービスの保護者の利用:
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
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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

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

達成（以下参照）
保護者 12 名= 学校委員会へ
の平均参加者数;
保護者の教育関与– ロ
ーカル指標

達成

保護者 24 名= 学校区レベル
の委員会の平均参加者数；

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）

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
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計画されている措置／サービス
LEA の措置／サービスそれぞれについて、以下の表に記入せよ。予算を含み、表は必要に応じてコピーせよ。

措置

5.1

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

全員

全学校

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

新規

変更なし

変更なし

措置／サービス
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

$2,125,000

$369,000

$361,000

資金源

LCFF

LCFF

LCFF

予算適用

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

措置

5.2

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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
50%)





保護者教育参加イベントおよび TUSD ウェルネ
ス・フェア

措置／サービス

(7.0 のうち 3.5 FTE または





FWEC のスタッフ (6.0 のうち 3.0 FTE または
50%)
心理サービス・コーディネーター(0.2 FTE)
保護者教育参加イベントおよび TUSD ウェルネ
ス・フェア

歳出予算
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年度
金額

資金源

予算適用

2017-18

2018-19

2019-20

1. $140,000; $96,000
2. $12,000

1. $141,000; $99,000
2. $20,000; $10,000
3. $34,000

1. $142,000; $100,000
2. $20,000; $10,000
3. $34,000

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. LCFF
2. LCFF
3. LCFF

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

2. 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. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費

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

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校
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措置／サービス
2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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。


保護者教育参加カンファレンス



GATE 保護者シンポジウム



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



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

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

(目標／措置 2.10 と 3.7 を参照)

$3,000

$3,000

資金源

N/A

LCFF

LCFF

予算適用

N/A

サービスおよび運用経費

サービスおよび運用経費

127

措置

5.4

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／サービス

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
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用

措置

5.5

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

修正

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／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。

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)



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



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



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

措置／サービス

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

1. $138,000; $60,000
2. $10,000

1. $140,000; $62,000
2. $10,000

1. $142,000; $65,000
2. $10,000
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年度

資金源

予算適用

措置

2017-18

2018-19

2019-20

3. $20,000
4. $10,000

3. $20,000
4. $10,000

3. $20,000
4. $10,000

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

1. LCFF
2. LCFF

3. タイトル I

3. タイトル I

3. タイトル I

4. タイトル III

4. タイトル III

4. タイトル III

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

1. 一般職員給与; 一般職員福利厚生

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

2. サービスおよび運用経費

2. サービスおよび運用経費

3. サービスおよび運用経費

3. 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

4. サービスおよび運用経費

4. サービスおよび運用経費

5.6

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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：
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対象となる生徒:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

修正

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／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。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。

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

なし

なし

なし

資金源

非適用

非適用

非適用

予算適用

非適用

非適用

非適用
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措置

5.7

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:

実施場所:

(全員、障害のある生徒、または特定の生徒グループから選択)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年幅から選ぶ):

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:

サービスの範囲:

実施場所:

(英語学習生、里子、および／または低所得から選
択)

(LEA 全体、各学校全体、または非重複生徒グルー
プに限定から選ぶ)

(全学校、特定の学校、および／または特定の学年
幅から選ぶ)

英語学習生、里子、低所得

LEA 全体

全学校

2017-18 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2018-19 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

2019-20 年度について、新規、修正、変
更なしの中から選択

変更なし

変更なし

変更なし

2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

措置／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
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2017-18 措置／サービス

2018-19 措置／サービス

2019-20 措置／サービス

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)

歳出予算
年度

2017-18

2018-19

2019-20

金額

$73,000; $27,000

$75,000; $30,000

$78,000; $32,000

資金源

LCFF

LCFF

LCFF

予算適用

一般職員給与; 一般職員福利厚生

一般職員給与; 一般職員福利厚生

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: 2018-19

補足的および集中的助成金の推定額

サービス増加または向上のパーセンテージ

$14,287,000

7.6 %

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。(作成上の指示を参照)
2018-2019 会計年度の TUSD の補足的助成金は推定（$14,287,000）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 2017-2018 会計年度の支出が（$12,933,000）
であるため、2018-2019 年度の歳出増加は（$1,354,000）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。

専門能力開発と PLC (目標／措置: 1.1, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7)
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、小学校体育教師（6.4 FTE）の継続により、分化指導計画の作成のために毎週コラボレーションの時間をもつことができる。
サービスの増加および向上をサポートするその他の尺度としては、教師が分化指導の努力に焦点をおき、非重複生徒、そして、学力のギャップが認められる生徒を対象とした、一
貫性のある、標的をしぼったサポートを計画するための、2 日の生徒休校日（student free day）を含む、専門能力学習の拡張が含まれる。

介入への反応プログラムと拡張的学習（目標／措置： 2.1, 2.2, 2.3, 4.9)
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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つで、補足的資金の最も効果的な用途は、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。
今後教師が自由に使えるものとして、指導を補足する現代文章や小説の増強、Leraning A-Z のデジタル型のリーディング・サポート、および Proquest と Learn 360 のリサーチ・
データベースなどがある。さらに、英語学習生のためのサービスの増加／向上の具体的なサポートとしては、ELD プログラム・スペシャリスト、通訳／翻訳スタッフ、EL サポー
トと介入のクラス、そして、アメリカに来て 3 年以下の EL 生徒のための、夏の Newcomer Academy が含まれる。
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。

社会情緒面、行動面でのサポート（目標／措置：1.2, 1.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6）
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、肯定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。データにより、懲戒のための事務室へ
の委託件数の低減、停学件数の低減、学力の向上が示されている。しかし、学校のデータにより、社会情緒面での問題の予防的サポートを必要とする生徒の増加がみられることに
対処するために、新版の LCAP には、TUSD の K-8 年生のすべての学校で、標的生徒グループのすべての生徒を主にサポートするための 5FTE のカウンセリングのポジションの増設
が含まれる。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。さらに、TUSD 栄養サービス部のスタッフが、夏休みの間、低収入家庭の生徒に無料／減価格の食事を
提供するためのプロセスを認識した。
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TUSD はそのカウンセリングモデルにより、カウンセラー1 人に対する生徒数が減少し、進学/就職カウンセラーが各ハイスクールに配置され、Naviance へのアクセス、そして、
PSAT（または類似の大学入学試験）実施の資金が提供される。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。School City と Naviance のオンライン・データベースへのアクセスや、PSAT の実施により、履修コースの計画をしたり、AP コースの生徒を識別することがで
きる。これらのサービスは、標的生徒に直接影響を与える。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。

保護者関与に関する努力（目標／措置： 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7）
学校レベルと学校区レベルの両方での、保護者アンケート、各種顧問ミーティング、およびその他の形での保護者との対話を通して、TUSD で保護者の教育関与を向上させるため
の機会をどのように提供すべきかについての理解が深まってきている。TUSD は、補足的資金の最も有効な用途は、ホームレスや里子生徒の保護者を学校区の行事に招待したり、
参加しやすいようにすることや、質の高い行事を計画／実施することを含む、的をしぼった努力であると判断した。保護者の教育関与を促進するため、登録時に保護者は、通訳／
翻訳サービスや、保護者の教育参加の機会について情報を提供される。保護者教育参加に関して複数の情報源を提供するために、オンラインで保護者のための内容が作成され、実
施される。家族や保護者をサポートするためのその他の努力としては、フルタイムのウェブ管理者、FWEC 所属のパートタイムの学校心理士、および、TUSD ウェルネス・フェ
ア、保護者教育参加シンポジウム、および DELMAC カンファレンスといった、毎年行われる保護者向けの行事の拡張が含まれる。

学校特定の学力および行動のサポート (目標／措置: 2.4, 3.4)
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本部ベースのリソースを
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。補足的資金を最も有効に使うために、そして、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。さらに、本部のスタッフは、各学校の英語学習生リード教師に対し、効果的
な ELD 指導に関して毎月トレーニングを提供し、これにより、学校での生徒人口のニーズに最適な指導サポートが洗練されることとなる。
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TUSD 付録 1
各学校での LCAP に関する諮問ミーティング
（学校長が主導）
School
Adams
Anza
Arlington
Arnold
Carr
Edison
Fern
Hickory
Lincoln
Riviera
Seaside
Torrance Elem.
Towers
Victor
Walteria
Wood
Yukon

ELMAC
1/22/2018
1/12/2018
2/8/2018
2/1/2018
1/16/2018
12/15/2017
12/14/2017
2/28/2018
1/19/2018
2/22/2018
2/9/2018
2/8/2018
1/24/2018
1/18/2018
2/16/2018
1/25/2018
2/15/2018

SSC
1/10/2018
11/9/17; 2/8/18
1/29/2018
2/7/2018
2/8/2018
1/18/2018
1/22/2018
2/26/2018
1/23/2018
1/29/2018
1/30/2018
2/9/2018
2/2/2018
1/1/2018
12/8/2017
1/29/2018
1/30/2018

Faculty
1/31/2018
12/20/17; 1/10/18
12/20/17; 1/30/18
1/24/2018
1/24/2018
1/24/2018
1/10/2018
2/21/2018
2/7/18; 2/21/18
3/7/2018
1/1/2018
1/10/2018
1/31/2018
1/10/2018
1/10/2018
1/10/2018
2/8/2018

Calle Mayor M.S.
Casimir M.S.
Hull M.S.
Jefferson M.S.
Lynn M.S.
Madrona M.S.
Magruder M.S.
Richardson M.S.

2/28/2018
2/22/2018
1/23/2018
2/6/2018
1/18/2018
1/23/2018
12/19/2017
2/18/2018

1/25/2018
1/31/2018
2/6/2018
2/6/2018
1/25/2018
2/6/2018
1/19/2018
2/27/2018

1/23/2018
1/24/2018
1/16; 1/23; 1/30; 2/6/18
2/20/2018
1/16/2018
1/23/2018
12/19/17; 1/9/18; 1/16/18;
1/23/18; 1/30/18; 2/6/18
1/30/2018

North H.S.
South H.S.
Torrance H.S.
West H.S.
Shery H.S.

1/31/2018
1/31/2018
3/14/2018
2/28/2018
none

2/28/2018
1/30/2018
4/24/2018
1/10/2018
1/17/2018

2/5/2018
1/26/2018
2/21/2018
1/23/2018
12/5/17; 2/6/18

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。

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:
記入上の指示: 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 または以下の E メールにお問い合わせくださ

い: lcff@cde.ca.gov.

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。）



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 年度を記入し、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。
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）を列記する。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。
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ているも
のとして含まれない措置／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
を満たすのに貢献しているものとして含まれる措置／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」
を記入することで、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」と記入した場合は、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の立証の項を参照）、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」と記入する。

 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」と記入する。
 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」と記入する。
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。

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「新規措置」と記入する。
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、「修正措置」と記入する。
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「変更なしの措置」と記入する。

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、「変更なしの措置」と記入し、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。
歳出予算
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。

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 年度を記
入する。セクションのコピーを使って、その年の LCAP に決められたとおりにセクションに記入する。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。

州優先項目
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。

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。

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。
(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。

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。

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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