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カトゥーサ郡の親と家族の関与 ポリシー/計画

カトゥーサ郡の親と家族の関与ポリシー/プランに関するご

意見をお求めの場合。 お願いします：

● このドキュメントを見て、提案をして、
kjablonski@catoosa.k12.ga.usに送信します

又は

● 706-965-6067に電話メッセージを残す

私たちは、カトゥーサ郡タイトルIの学校で親と家族の関与を改善したいと考えていま

す。 タイトル私はより良い仕事をすることができる方法を教えてください。

ご意見ありがとうございます。
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カトゥーサ 郡 学区

タイトル I 親 および 家族 の
エンゲージメント ポリシー

学年 2022

平成23年5月6日改定
307 クリーブランド ・ストリート
リングゴールド, GA 30736

カトゥーサ郡タイトルI学校に通う生徒の両親と家族は、多くの側

面に影響を与えます。
● 彼らの学生の教育と
● どのように、両親と家族の婚約がどのように見えるか。

タイトルI以外の学校では、次のことが起こるという確信はありま
せん。この方針は、彼らが子供の教育におけるカトゥーサ郡の学

校 と重要なパートナーであることを両親や家族に保証します。
家族との関わりとは、親や家族が、学生の学習やその他の学
校活動に関する定期的で双方向で有意義なコミュニケーショ
ンをとることを意味します。 これにより、次のことが保証されます。
(A) 親や家族が子供の学習を支援する上で重要な役割を

果 たしていること。

(B) 親や家族は  子どもの教育に  積極的に関わることを
奨励される。

(C) 親と家族は子供の教育において完全なパートナーです。 彼

らは 、 必要に応じて、  意思決定や子供の教育を支援す
るための諮問委員会に含まれています  。

(D) 両親と家族が定期的な集会を要求することができること。
(E) 「すべての学生成功法(ESSA)」に記載されているよう

な  他の活動が行われます。

学生の学業成績  の強化を支援するため、
カトゥーサ 郡 学区 :

● 実際の家族の関与に対する期待と目的を説明
するこの親と家族の関与方針を策定し、

● 地区のタイトルI学校における学校、親、地域社会
のパートナーシップを強化する活動とリソース を

ガイドします。
この 計画 は、   カトゥーサ 郡 学区 の
コミットメント :

1. 子供の  教育に親や家族を引き付け、子どもを教育
する

2. #1を実現するために、そのタイトルIの学校で容

量*を構築します。

*能力の構築とは  、リソース、トレーニング、学習の機会を提供

されることによる  成長を指します。
学校、保護者、家族、地域社会が協力する場合
学習をサポートするために、子供たちは

● 学校でより良い行う
● 学校に長く滞在し、より多くの学校を楽しんでく

ださい。 タイトル I、パート A は、プログラムのすべての
レベルで、次のような意味のある親と家族 の関与を

提供します。
● 地区および学校計画の開発と実施
● 地区と学校の改善を行う上で。すべての学生の成功法

(ESSA)のセクション1116には、タイトルI、学校や学校のシステム

が子供の教育に親や家族を巻き込むためのパートAの要件
が含まれています。 カトゥーサ郡学区:

● タイトルIの学校と協力して、必要な学校レベルの親

と家族のエンゲージメントポリシーがそのセクション
の要件を満たしていることを確認します。

● 各学校が親/学校のコンパクトに関する規則に従
うことを確認します。

ESSAの下で開発されたタイトルI、パートAのシステム計画

が参加する子供 の 親と家族に満足できない場合、学区は

学区が 国務省に計画を提出する際に、計画に親および家

族のコメントを提出します。  各ポリシーは、このような入力を

要求します。 システム ポリシーには、入力を要求するカバー

シートが添付されています  。





共同 開発

すべての両親は、2022年のこの地区の親と家族の関与方針を改善するための提案やアイデアを提供する

ために招待されました。地区はこのミームについて両親や家族に知らせ、地区や学校のウェブサイト、学校

のニュースレターに入力アナウンスを投稿しました。各タイトルIスクールは、親諮問委員会を使用  して    、

学年の終わりまでに地区の親と家族の関与ポリシーを見直し、現在の地区ポリシーのコピーを配布し、入力

を求めました。

カトゥーサ郡は、各タイトルI学校の親諮問委員会の親代表、終わりを望む親、およびコミュニティで構成される

地区親諮問委員会(DAC)を実施しています。この評議会の目的は、タイトルI、パートAプログラムにおける家

族の関与に関連するすべての事項に関するアドバイスを提供し、計画を承認することです。 DACは常に地区

の親と家族の関与ポリシーに関する意見を求め、親または必要なトピックによって要求された重要なトピック

の情報を提供します。 コミュニティリーダーとビジネスパートナーは、この評議会で奉仕するために招待され

ます。 地区はまた、地区のウェブサイトの投稿情報を投稿  し、公開会議で情報を配布することにより、コ

ミュニティパートナーとの協力と参加を奨励します。 DACでは、統合LEA改善計画(CLIP)と包括的支援・改善学

校計画についても検討・議論を行いました。

.

最終改訂の際、地区の親と家族の関与方針が州に  提出されたCLIPに 組み込まれました  。保護者は、学

区のウェブサイト上でいつでも、または地元の学校に書面によるコメントを提出することによって、ポリシーに

関するコメントやフィードバックを提出することを歓迎します。2021年5月6日までに受け取ったフィードバック

はすべて、この学年の方針に含まれていました。

地区の親と家族の関与ポリシーは、地区と学校のウェブサイトに掲載され、今年度毎年恒例のタイトルI学校

集会やその他の親と家族のエンゲージメント活動を配布し、学校の親リソースセンターで利用可能になりまし

た。校長と親の関与コーディネーターは、親と家族の関与要件を見直し、地区と学校の方針を反映した家族

の関与活動の機会を計画する行動計画を完了するために会合を開きます。

学校の強化

地区の親と家族の関与コーディネーターは、すべてのタイトルI学校に援助と支援を提供し、以下を保証しま
す。

● 親と家族の関与要件が満たされ、かつ

● 親と家族のエンゲージメント戦略と活動が実施されていること。

タイトルI学校は、地区の親と家族のエンゲージメントコーディネーターから  通知とリソースを受け取り、家族



の関与を改善し、強化します。頻繁なコミュニケーションや学校訪問に加えて、地区と



親と家族のエンゲージメントコーディネーターは、定期的にスケジュールされた会議やトレーニングを

開催し、タイトルIの学校長と学校の親と家族の関与コーディネーターと家族の関与計画や活動を見

直します。 Catoosa郡タイトル I は  、オンライン プログラムである Title 1 Crate を利用して、親と家族の

関与に関するドキュメントと実装を収集、整理、検証します。 地区コーディネーターは学校の行事に参

加します。

資金の予約

カトゥーサ郡学区は、このポリシーに記載されている親および家族の関与要件を実行するために、

ESSAのセクション1116に記載されているように、22年度に受け取ったタイトルIの資金の合計Amountか

ら少なくとも1%を予約します。カトゥーサ郡学区は、その1%の少なくとも90%をタイトルIの学校に配布

し、地元レベルの親と家族のエンゲージメントプログラムと活動を支援します。地区は、各タイトルI学

校が評価されたニーズと親の勧告に対処する適切な親と家族のエンゲージメント予算を開発するの

を支援するための明確なガイダンスとコミュニケーションを提供します。タイトルIコーディネーターは  、

タイトルIの特定のサポートのために年に2回会い、特定の指示のための連邦プログラムマニュアルを

提供します。

コーディネーターは毎月の管理会議で校長と話をします。 t

学年を通じて、各タイトルI学校は、地区と学校レベルで来年の年に家族のエンゲージメント資金がど

のように使用されるかについて、保護者や家族から提案を集めます。 これらの会議のコメントカードと

議事録は、次の学年の必要性の領域を決定  し、  家族の関与予算の変更を検討するために地区に

よって見直されます。 タイトルIのお金の大半は、人員に費やされています



教室の生徒数を  減らすか、特定のニーズに注意 を払う必要がある生徒に追加の助けを提供する。

有意義な親の相談の機会

親や家族からの意見や提案は、毎年デブロップされる地区と学校の改善計画の不可欠な要素です。

保護者と家族は、親カフェ、地区諮問委員会、CLIPインプットミーティング、およびこのセクションで説

明するすべてのタイトルIの学校イベントに参加するよう招待されています。保護者、地域社会、家族

は、  地区、学校、学生が 学生の学業成績目標を達成するのを助けるために、彼らのアイデアや 提

案  を共有するように求められます。

春 学校 改善 ミーティング

春の間、各タイトルI学校は、保護者、家族、およびcommunityメンバーがラウンドテーブルディスカッショ

ンに参加して、学校全体の改善計画、学校テストとベンチマークデータ、親と家族の関与政策を見直

し、家族の関与予算とプログラムに関する意見を提供するための会議(親諮問委員会)を開催します。

招待状は様々な方法で両親や家族に送られます。 各学校は  、手紙、電子メール、学校のウェブサイ

ト、  ソーシャルメディア、および会議の日時を通知する  テキストで通知を家に送信します。

タイトルIの資金を使用して親と家族のエンゲー

ジメントプログラムを支援することに関する親と

家族の意見も、毎年の評価春地区調査を通じ

て  提供することができます  。この調査には、

親と家族のエンゲージメントに関連する質問

と、両親や家族がコメントを提供するためのセ

クションが含まれます。

建物 の容量

以前の段落から引用すると、能力を構築することは、リソース、トレーニング、学習の機会を提供されることに
よって成長することを指します。  カトゥーサ郡  学区は、強い家族の関与のための学校、親、家族の能力を構
築することを目指しています。

● 両親や家族  の効果的な関与を確保し、

● タイトルIの学校、保護者、コミュニティ   のパートナーシップを支援し、学生の学業成績を向上させます。

これらは、地区全体および学校ベースの活動とプログラムを通じて達成されます。 この支援の能力を
開発するために、カトゥーサ郡公立学校  は、様々な  家族やコミュニティを実施し、支援します



エンゲージメントイニシアチブ。 家族の関与のカトゥーサファミリーアカデミックサポートチーム(FAST)モ
デルは、そのようなイニシアチブの一つです。FASTは、教師と家族が家庭での学習活動を通じて学術
的目標に取り組むカトゥーサ郡のプログラムです。

両親の能力を構築する - カトゥーサ郡学区    は、地区として、そしてそのタイトルIの学校を通じて、両
親に援助を提供します。

● 学生の学習に関連する州および地区の学術情報を理解する上で、

経過

● タイトルIプログラムに関する情報を理解する上で、

● 厳しい州の学術基準と地元の学術評価を提供することにより、

● グルジアの  学生に対して、代替の評価形態を含む必要な評価を提供し、
● 学生のベンチマーク テスト (FAST)に関連するデータを使用して、親との会議で。

会議の日程と場所は学校のウェブサイトに掲載され、各タイトルIスクールを通じて共有されます

ニュースレター、 マーキー、 テキスト、 ソーシャルメディア など

カトゥーサ郡学区は、親ガイド、学習ガイド、実践評価などのリソースと資料を含む地区と学校のウェブ
サイト上のページを調整し、親や家族が自宅で子供を働くのを助けます。これらの資料のコピーは、必
要に応じてスペイン語やその他の言語のコピーを含む、限られたインターネットアクセスを持つ可能性
のある親や家族のために、すべてのタイトルI学校で利用可能になります。材料は、電子的に提示され
たいくつかと読み取り可能な形式で提示されます。

オンライン学生情報システムやその他のデジタル教育リソース(ボランティア研修会に組み込まれた
著作権侵害の害に関する教育を含む)を理解して親や家族を支援するためのトレーニングを提供し
ます。 これらのワークショップの日程と時間は、各学校によって決定され、発表されます。 子供を支
援したい親の技術ニーズは、オンライン指導とParentポータルトレーニング(オンライン、対人ワーク
ショップ、ハードコピー情報)を通じて満たされています。

親子の識字ニーズに対応するため、さまざまなリソース資料を利用できるだけでなく、Catoosa FASTイベン

トを通じて家に送られた活動も可能です。これらは、教室の指導と評価された学生のニーズに合わせて調

整されます。 教育用ハードコピーと電子読書小冊子の両方が豊富です。

地区の親と家族のエンゲージメントコーディネーターは、カトゥーサ郡学習センターと提携し、毎月
の識字アドバイザリーミーティングに出席します。 両親は、個人的な識字ニーズに対処するため
のGEDや基本的な成人教育などのカトゥーサ郡学習センターの提供を認識しています。交通機関
と保育は無料で提供しています。 カトーサ郡は、親の識字率が子供のリテラシーと相関すること
が示されていることを認めています。地区の親と家族の関与コーディネーターは、カトゥーサ郡図
書館---初期の識字タスクフォースとのパートナーシップチームで働いています。

カトゥーサ郡学区は、何年も前に地区諮問委員会を設立しました。 それはすべての親、家族、コミュニ
ティに開放されています。その目的は、タイトルI、パートAプログラムにおける親と家族の エンジメント
に関連するすべての事項に関するアドバイスを提供し、両親、家族、コミュニティに議論と入力のため
のプラットフォームを提供することです。



就学前プログラムとの統合

カトゥーサ郡公立学区  は、地区の 家族エンゲージメントプログラムを調整し、地区内の他の連邦お

よび州が資金を提供する就学前プログラムと調整し、それらをから     教員、職員、家族を招待します

家族の関与の誘惑に焦点を当てた会議に出席するためのプログラム。

春には、ほとんどの小学校が移行会議を開催するので、保護者は学校を見学し、幼稚園に向けて子

供たちと子供を  準備するための  情報を受け取ります。 中学校の移行会議も開催  されます。 CCPS

は、これらのプログラムと連携して、利用可能なリソースについて親に通知されるようにします。

タイトルIIIプログラムとの統合

カトゥーサ郡公立学区は、タイトルIIIコーディネーター、タイトル I コーディネーター、  家族、親           の

助けを借りて、地区のタイトルIIIとタイトルIパーレントと家族エンゲージメントプログラムを調整し、統合

します エンゲージメントコーディネーターとカトゥーサ郡ESOL教師。CCPSは、これらのプログラムの教

職員を招き、年間を通じて家族のエンゲージメント活動に焦点を当てた計画会議に出席します。タイト

ルIIIの教師は、様々な家族や親の活動に参加します。一緒に、私たちの目標は、家庭で話されている

言語で両親にコミュニケーションを提供することです。CCPS は、これらのプログラムと連携して、利用

可能なリソースについて親に通知されるようにします。

学校職員の建築 能力 -カトゥーサ郡学区  は、校長のための3つのトレーニングと学校のNICのための毎月

の会議を   行います:

● 家族の関わりを増やすために戦略を学び、 議論し、

● 家族の関与の家族アカデミックサポートチーム(FAST)モデルを含む学校家族のコミュニケー

ションを改善し、

● 両親や地域社会との関係を築き、

● 効果的な親と家族の関与活動を提供します。

● 学校の親と家族の関与ポリシー/計画を作り上げ、

● 学校の親のコンパクトを開発します。

これらのトレーニングは、必要に応じてタイトルI学校の教職員に再配信されます。カトゥーサ郡学区

では、歓迎環境の構築と家族との双方向コミュニケーションの改善に焦点を当てた適切な学校職員と

教員のためのトレーニングを開催      します。

ヒントシートは、家族を巻き込む方法に関する有用なヒントや最新の研究に関する学部やスタッフに送

られます。 家族の  関与の家族アカデミックサポートチーム(FAST)モデルに関する情報も共有  されま

す  。

PCは、Googleドライブを使用してドキュメントを翻訳する方法を学校のスタッフに示します。 教師

は、日常的に親が情報を入手できるように、クラスドジョ、思い出などのコミュニケーションメディア

で訓練を受けています。



親 と 家族の エンゲージメント 評価

毎年、  カトゥーサ郡      学区  は、毎年、タイトル Iスクールの学業質を向上させるために、この親と家

族のエンゲージメントポリシーと家族エンゲージメント活動の内容と有効性の評価  を毎年行います親

アンケート。

2月下旬から3月上旬に始まり、各タイトルI学校は、親と家族の活動やプログラムに関する貴重な

フィードバックを提供するために、保護者のためのアンケートを自宅/投稿を送信します。 これらの

調査は、保護者の便宜のために学校のウェブサイトやソーシャルメディアに掲載されます。

地区は、この親および家族の方針の内容と有効性の評価を行います。 所見 遺言 いる 中古 宛先

設計 戦略：

● 効果的な家族の関与を改善するために、

● 親の参加に対する可能な障壁を取り除くために、

● 親と家族の関与ポリシー を改訂する。

アクセシビリティ

ESSAのセクション1116によって定められる親と家族の関与要

件を遂行するに当たって、地区家族の関与コーディネーター

は、学生支援サービス  局  とのコミュニケーションと協力を行

い、完全な機会を確保します。

英語力の限られた親、障害を持つ親、親 が 理解できる言語での情報や学校の報告書の提供を

含む移住児の親の参加。年の初めに、学校のスタッフは親の通知と親の母国語で家に送られるリ

ソースに関する訓練を受けます。

地区は、地区や学校のウェブサイト、地元のニュースメディア、その他の学校のメッセージシステムを

利用して、保護者の情報を掲載します。 地区のウェブサイトに掲載された情報は、親が理解できる言

語で実行可能な範囲に翻訳  されます。

カレンダーの年次親
アンケートにマーク
を付けます
2022年3月

親 と 家族の エンゲージメント コーディネーター ミーティング

毎月第3木曜日

タイトル I 親 カフェ

カトゥーサ郡学習センター 2021

年12月
2022年5月カトゥーサ郡学習セ
ンターにおけるタイトルI地区諮

問委員会
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養子縁組

この地区全体の親と家族の関与方針は共同で開発され、タイトルI、パートAプログラムに参加する

子供の両親と家族と協力して、保護者、学校、地区の人格の協力によって証明されています。

本方針は、2021年5月6日改正に向けて提案されており、2021-2022年度に施行される予定で

す。 学区は、   2021年  9月1日以前に参加するタイトルI、パートAの子供たちのすべての保

護者に、この方針を複数の方法で配布します。

会議に出席できませんか? ご覧ください:

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=ページ&サブP=レベル1ページ&L=2&ディビジョンID=10671&部門ID=10782&ページID=14877&トグルサイド
ナブ=ショーオール

会議のドキュメントと議事録を確認します。

kjablonski@catoosa.k12.ga.usのクリスティ・ジャブロンスキーまたは ghaynes@catoosa.k12.ga.usのジーナ・

ヘインズに  コメントや懸念事項をお問い合わせください。
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