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Catoosa郡学区 

Title I親と家族の関与方針 
学校年2018-2019 

2018年5月9日承認2018年 
5月10日 

307 Cleveland Street  
Ringgold、GA 30736 

親の家族の関与とは何ですか？ 

 

 

カトーサ郡のTitle I校に通う生徒の親や家族はさまざまな側面影響を
与え 

● 、生徒の教育の 

● や、親や家族の関わり方の仕方にます。 

 Title I以外の学校では、次のことが確実に行われることはありませ
ん。この方針は、両親と家族がカトーサ郡の学校と子供の教育にお
いて重要なパートナーであることを保証します。  家族参加とは、
学生の学習や他の学校活動に関する定期的、双方向的、有意義なコ
ミュニケーションにおける親や家族の参加を意味します。これによ
り次のことが保証されます： 

（A）両親と家族は、子供の学習を支援する上で重要な役割を果た
します。 

（B）両親と家族は、その子どもの教育に積極的に関与することが
推奨される 

（C）。適切な場合には、意思決定や諮問委員会に含まれ、子ども
の教育に役立ちます。 

（D）親と家族は定期的な会合を要求することができる。 

（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
動が行われていること。 

 

親と家族の関与方針について 

Catoosa郡学区では、学生の学業成績を向上 

● させるため、本物の家族関係の期待と目的

を記述し 

● 、学校、地区のTitle Iスクールにおける地域

社会のパートナーシップを促進します。  

この計画では、カトーサ郡学区の取り組みを説明し
ます。 

1. 親と家族を子どもの教育に従事を 

2.  させ、第1位にするためにタイトルIの学校

に能力*築く。 

*建築能力とは、資源、訓練、学習の機会を提供する
ことによって成長を意味します。 

学校、両親、家族、地域社会が協力して学習を支援
する場合、子供たちは傾向があり  

● 学校でよりうまくやり  

● 、学校に長く滞在し、学校をもっと楽しむ

ます。  

タイトルI、パートAは、プログラムのあらゆるレベ
ルなど、有意義な親子関係を提供します  

● で、地区および学校計画の策定および実施  

● 実施、地区および学校改善の。 

すべての学生成功法（ESSA）の第1116項には、学校
および学校システムが児童の教育に親および家族を
関与させるためのタイトルI、パートA要件が含まれ
ています。カトーサ郡学区 

● は、タイトルIの学校と連携して、必要な学

校レベルの親および婚約規定がそのセク

ションの要件を満たしていることを  

● 確認し、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。 

で作成さ第I部（パートA）の制度計画 ESSAの下れた

が親および家族にとって満足できるものではない 、
参加している子供の場合、学校地区は計画を州に提

出するときに、教育省。各ポリシーはそのような入

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 

すべての親は2018-2019年にこの地区の親子婚約政策を改善するための提案と提案に参加する

よう招待されました。地区はこの会議について両親および家族に通知し、地区および学校の
ウェブサイトならびに学校のニュースレターに関する発表を掲載した。各タイトルIの学校

は、親の諮問委員会を使用して、学年の終了前に地区の親や家族の関与に関する方針を見直

し、学校は入力を求めている現在の地区の方針のコピーを配布しました。 

Catoosa郡には、各Title Iスクールの親諮問評議会の親の代表者で構成されるDistrict Parent 

Advisory Council（DAC）があります。この協議会の目的は、タイトルⅠ、パートAのプログラム
における家族の関与に関するすべての事項についてアドバイスを提供することです。地域の
指導者とビジネスパートナーは、この評議会に奉仕するよう招かれます。地区では、これら
の貴重なパートナーのスケジュールに合わせて、ビデオ会議技術と録画を活用して、地域の
パートナーとの共同作業や参加を促す予定です。 DACの間、親会社はまた、連結LEA改善計画
（CLIP）をレビューし、検討した。 

最終改訂時に、地区親族および家族の関与政策が州に提出されたCLIPに組み込まれました。

親は、いつでも学校区のウェブサイト上でポリシーに関するコメントやフィードバックを提

出したり、地元の学校に書面によるコメントを提出することができます。 2018年5月9日まで

に受け取ったすべてのフィードバックは、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わり方の方針は、地区と学校のウェブサイトに掲載され、今年度のTitle I

の学校の会合やその他の親や家族の参加活動中に配布され、学校の親リソースセンターで利

用可能になった。プリンシパルと親の関与コーディネーターは、親や家族の関与要件を見直

し、婚約活動の機会を計画するための行動計画を立てるために会う。 

OUR SCHOOL強化すること 

地区の親や家族の関与コーディネーターをを確認するために、すべてのタイトルI学校への援

助とサポートを提供します： 

● 親や家族の関与の要件が満たされていると、  

● その親や家族のエンゲージメント戦略や活動が実施されています。  
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タイトルIの学校は、地区幹部および親と家族の参加コーディネーターから家族の関わりを向

上させ、強化するための通知とリソースを受け取ります。地区と親と家族の参加コーディ

ネーターは、頻繁なコミュニケーションや学校訪問に加えて、Title Iの学校のプリンシパルと

学校の親と家族の参加コーディネーターとの会議や訓練を行い、家族の参加計画や活動をレ

ビューします。コンプライアンスの実施と文書化に関する学校の進捗状況に応じて、四半期

ごとの文書レビューがオンサイトで行われます。  

 

ファンドの保有  

カトーサ郡教育区は、この方針に記載されているESSAの第1116項に記載されている親および

婚約要件を満たすために、19年度に受け取るTitle I資金の総額の少なくとも1パーセントを留保

します。 Catoosa郡学区は、その1％の少なくとも90％をTitle Iの学校に配布し、地域レベルの

親および家族の参加プログラムと活動を支援します。地区は、ニーズ査定と親の提言に対応

する適切な親および家族の参画予算を策定する際に、各Title Iスクールを支援する明確な指導

とコミュニケーションを提供する。 

 

学年ごとに、各Title Iの学校は、地区および学校レベルで、これらの家族参加資金が来年にど

のように使用されるかについて、親および家族からの提案を収集する予定です。この会議の

コメントカードと議事録は、地区が今後の学年の必要性のある地域を特定し、家族の参画予

算の変更を検討するために審査されます。 Title Iのお金の大部分は、教室内の生徒の数を減ら

すため、または特定のニーズに注意が必要な生徒に特別な助けを提供するために人員に費や

されます。 

意味のあるの機会が 

親の相談 
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親や家族から入力や提案毎年開発されている地区と学校改善計画の不可欠なコンポーネント

です。すべての保護者と家族は、このセクションで説明した親カフェ、地区諮問委員会、

CLIP入力ミーティング、およびすべてのTitle Iスクールイベントに出席するように招待されま

す。親、コミュニティ、家族は、地区、学校、学生が学生の学業成績目標を達成するため

に、アイデアや提案を共有するよう求められます。 

春の学校改善のフォーラム  

春には、各タイトル1の学校では、保護者、家族、コミュニティのメンバーがラウンドテーブ

ルの議論に参加して、学校全体の改善計画を確認し、学校のテストとベンチマークのデー

タ、家族の参加予算とプログラムについての情報を提供することができます。招待状は様々

な方法で親や家族に送付されます。各学校は、通知書を手紙、電子メール、学校のウェブサ

イト、およびフォーラムの日付と時間についてテキストで通知します。  

 

親および家族の参加プログラムを支援する

ためのTitle I資金の使用に関する親および家

族の意見は、年次地区調査を通じても提供

されます。調査には、親および家族の参画

予算に関する質問と、親および家族がコメ

ントを提供するためのセクションが含まれ

ます。 

 

建築能力 

 前のパラグラフを引用すると、キャパシティを構築することは、リソース、トレーニング、学習の機会を提
供することによって成長を意味します。 

Catoosa郡学区はために、強い家族関係のための 

● 、保護者と家族の効果的な関与と  

● 、学生の学業成績を向上させるために、Title Iの学校、保護者、およびコミュニティの間のパートナー
シップを支援する学校、 

これらは、地区全体の活動とプログラムを通じて達成されます。 
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親のうち 、カトーサ郡学区は、地区として働き、タイトルIの学校を通じて、両親に支援を提供します： 

● する 学生の学習と進歩に関連州と地区の学術情報のと 

● 理解タイトルIプログラムに関する情報の理解。  

● 挑戦的な州の学問基準、地方の学術的評価を 

● 提供することによって、代替形態の評価を含むジョージア州の学生に必要な評価を提
供することによって。  

● 学生のベンチマークテストに関するデータを使用している親との会議で。 

ミーティングの日程と場所は、学校のウェブサイトに掲載され、各Title Iスクールのニュース
レター、マーキー、テキストなどを通じて共有されます。  

カトーサ郡学区は、地区や学校のウェブサイトに、親ガイド、スタディガイド、実践的な評
価を提供し、親や家族が自宅で子供と一緒に働くことを支援します。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でのコピーを含む、インターネットアクセスが
制限されている両親や家族のために全Title Iの学校で利用可能になります。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（ボランティアトレーニングミーティングに組
み込まれている著作権侵害の被害に関する教育を含む）を理解するのを両親や家族に支援す
る。これらのワークショップの日時は、各学校によって決定され発表されます。  

カトーサ郡の学校区は地区諮問委員会を設置しています。両親、家族、地域社会に開放され
ています。その目的は、タイトルI、パートAのプログラムにおける親と家族の関わりに関す
るすべての事項に関する助言を提供し、親や家族、コミュニティに議論と意見のためのプ
ラットフォームを提供することです。  

就学前プログラム 

との統合カトーサ郡公立学校地区は、地区の家族参加プログラムを地元の就学前プログラム

やその他の連邦政府および州政府が資金を提供している地区の就学前プログラムと調整して

統合し、エンゲージメント活動。春には、小学校が幼稚園準備日を開催し、両親が学校を見

学し、幼稚園の準備に役立つ情報を受け取ることができます。 CCPSは、これらのプログラム

と調整して、両親に利用可能な情報があることを確実に知らせるようにする。 

タイトルIIIプログラム 

との統合Catoosa郡公立学校区は、Title IIIコーディネーター、Title Iコーディネーター、家族およ

び親エンゲージメントコーディネーター、Catoosa郡ESOLの支援を受けて、地区のTitle IIIおよ

びTitle I Parent and Family Engagementプログラムを調整し、統合します先生。 CCPSは、教職員を

これらのプログラムから招いて、年間を通して家族参加活動に焦点を当てた計画ミーティン

グに参加する予定です。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調整して、両親に利用可能な情報があることを確実に知

らせるようにする。  
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スタッフの - カトーサ郡教育区は、学校PICのためのプリンシパルと毎月の会議のために、学

年中に3つの訓練を行います： 

● 家族の関わりを戦略を学び議論  

● 高め、学校家族のコミュニケーションを改善  

● し、両親やコミュニティとの関係を構築するする。  

これらの訓練は、必要に応じてTitle Iの教職員およびスタッフに再配送されます。 Catoosa郡学

区では、歓迎すべき環境を作り、家族との双方向コミュニケーションを改善することに重点

を置く、適切な学校スタッフと教員のためのトレーニングを実施します。  

ヒントシートは、役立つヒントや家族への接近方法に関する最新の調査について教員やス

タッフに送付されます。 APTTに関する情報も共有されます。 PICは学校のスタッフにGoogle

ドライブを使用して文書を翻訳する方法を示します。保護者は、Classdojo、Remindなどのコ

ミュニケーションメディアで訓練を受けており、日常的に両親に情報が提供されていること

を確認しています。  

 

 

 

家族のエンゲージメント評価 

親と毎年、カトーサ郡学区では、年1回の親の調査を通して、タイトルI学校の学術的な質を

向上させるために、この親子婚約方針の内容と有効性の評価と家族参画活動を行います。 

2月下旬から3月上旬にかけて、各タイトルIの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両親のためにアンケートを送付します。これらのアン

ケートは、両親のために地区と学校のウェブサイトに掲載されます。  

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。結果から得られた知見

は、戦略の策定に使用される 

● 効果的な家族介入を改善  

● し、親の参加への障壁を排除し、  

● 親と家族の関与政策を改訂する。 

：カトーサ郡タイトルIの親や家族の係合がに発見し、調 査結

果を使用しています 

● 戦略は、効果的な親や家族のエンゲージメントを 向上

させるために設計  

● 、親の参加への可能な障壁を除去するには、s  

● レヴィするにはは、親や家族の関与政策を電子。  
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接近可能性 

ESSAの第1116項によって確立された親および婚約要請の実施において、地区家族エンゲージ

メントコーディネーターは、学生支援サービスオフィスと連絡し協力して、英語能力の限ら

れた両親、障害のある親保護者が理解できる言語で情報や学校の報告書を提供することを含

む、移住児の両親が含まれます。今年の初めに、学校のスタッフは親の母国語で家に送られ

る親の通知と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ための情報を投稿します。地区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践できる範囲で翻訳されます。 

 

 

 

 

 

 

 

あなたのカレンダーの 

 

年次親調査年次 

2019年3月 

 

親と家族の婚約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 

2019年1月10日 

カトーサ郡ラーニングセンター 

タイトルI地区諮問委員会 

カトーサ郡ラーニングセンター 

で2019年5月9日 

 

採択全体の 
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この地区親家族奉仕政策が共同開発され、保護者、学校、地区の職員の協力によって

証明されたTitle I、Part Aプログラムに参加する子どもの親および家族と合意した。 

この方針は2018年5月9日に採択され、2018-2019学年度に施行される予定です。学校区

は、2018年9月1日またはそれ以前に、参加するTitle I、Part Aのすべての親にこの方針を

複数の方法で配布し 

ます。ToggleSideNavご覧ください 

http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN=Pages=ShowAll 

ミーティング文書と議事録を確認するには、

&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&を。 

ご意見やご不明な点がございましたら、Kristy Jablonskiにお問い合わせください。 
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