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障害者教育法[Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)]はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障がい更新されを持った生徒に持った生徒にった生徒に生徒にに従い更新され
対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が教育を持った生徒に考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がえる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が連邦法であり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害を持った生徒に持った生徒につ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者が IDEA もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され U.S. [United
States – アメリカ合衆国合衆国]教育省の規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され元、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され説明を含む通知を持った生徒に含む通知む通知通知
を持った生徒に学校側に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が法律です。  この通知の複製はです。 この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複製ははアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 1 年に従い更新され 1 度保護者に従い更新され提供の保護者がされます
が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され除きます。 きます。 (1) 初回時／保護者からの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 リクエストをされた場合 を持った生徒にされた生徒に場合 (2) 34
CFR [Code of Federal Regulations – 連邦規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知法典] §300.151 から 300.153 以下の場合は除きます。 で初めて
州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にを持った生徒に受領し、学年度中にし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学年度中に従い更新され§300.507 以下の場合は除きます。 で初めて公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に受領し、学年度中にした生徒に場合 (3)
プレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更を持った生徒にもた生徒にらすような懲戒処分の決定がなされた場合 懲戒処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 がな懲戒処分の決定がなされた場合 された生徒に場合 (4) 保護者から要求する事のできる法律です。  この通知の複製はさ
れた生徒に場合。 [34 CFR §300.504(a)]
この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保障措置通知に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 に従い更新されおい更新されて適用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保証措置手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が説明を含む通知が含む通知まれ
てな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。§300.148（公費での私立学校における一方的な配置）、公費での私立学校における一方的な配置）、での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され私立学校に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が一方的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 配置）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され§§300.151 か
ら 300.153（公費での私立学校における一方的な配置）、州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中に手続きに関する全ての説明を含む通知き）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され§300.300（公費での私立学校における一方的な配置）、同意）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され§§300.502 から
300.503、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され§§300.505 から 300.518、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され§§300.530 から 300.536（公費での私立学校における一方的な配置）、B パートをされた場合 規制のの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され E 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されお
ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保証措置手続きに関する全ての説明を含む通知き）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され§§300.610 から 300.625（公費での私立学校における一方的な配置）、F 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報規定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機密事項）。
この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され頭字語が使用される：が使用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が：
ALJ

行政法審判官 [Administrative Law Judge]Administrative Law Judge]

BIP

行動介入計画 [Administrative Law Judge]Behavioral Intervention Plan]

FAPE

無料の適切な公教育 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 公教育 [Administrative Law Judge]Free Appropriate Public Education]

FERPA

家族の教育権とプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育権とプライバシー法 とプライバシー法 プライバシー法 [Administrative Law Judge]Family Educational Rights and Privacy
Act]

FBA

機能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ的な配置）、行動評価リクエストをされた場合  [Administrative Law Judge]Functional Behavioral Assessment]

IDEA

障害者教育法 [Administrative Law Judge]Individuals with Disabilities Education Act]

IEE

独立した生徒に教育評価リクエストをされた場合  [Administrative Law Judge]Independent Educational Evaluation]

IEP

個別教育プログラム [Administrative Law Judge]Individualized Education Program]

MDE

ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州教育委員会の標準に従い更新され [Administrative Law Judge]Michigan Department of Education]

OSE

特別教育室 [Administrative Law Judge]Office of Special Education]

SOAHR

州立公聴会の標準に従い更新され規制の運営事務所 [Administrative Law Judge]State Office of Administrative Hearings and
Rules]
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保障措置通知
一般情報
事前の書面通知の書面通知書面通知
34 CFR §300.503
通知
以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則（公費での私立学校における一方的な配置）、この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知に従い更新されおい更新されて使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が「学区」には、公立学校アカ学区の初期評価のための特別規則」に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公立学校アカ合衆国
デミーも含む通知む通知）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知（公費での私立学校における一方的な配置）、特定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報を持った生徒に書面においては以下の頭字語が使用される：で提供の保護者が）を持った生徒にしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
1. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ID、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 を持った生徒に新た生徒にに従い更新され開始または変更する、又は無また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され無
料の適切な公教育 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 公教育[Free Appropriate Public Education (FAPE)]の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 を持った生徒に提案する場する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場
合。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ID、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 を持った生徒に新た生徒にに従い更新され開始または変更する、又は無また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
FAPE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 を持った生徒に拒否するための対策する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。
通知内容
書面においては以下の頭字語が使用される：通知に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が提案する場／拒否するための対策する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が内容に関しては変更されていません。を持った生徒に記述しなければなりません。しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
2. また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 ぜ学区がその内容を提案／拒否しているのかという理由を説明しなければなり学区の初期評価のための特別規則がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され内容に関しては変更されていません。を持った生徒に提案する場／拒否するための対策してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されかとプライバシー法 い更新されう理由を説明しなければなりを持った生徒に説明を含む通知しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 り
ません。
3. また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が提案する場／拒否するための対策する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新されあた生徒にり使用した生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され各評価リクエストをされた場合 手順、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されレポートをされた場合 
等について記述しなければなりません。に従い更新されつ子供の保護者がい更新されて記述しなければなりません。しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
4. IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知き規定がなされた場合 下の場合は除きます。 に従い更新され保護されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されう事実も書面においては以下の頭字語が使用される：上に従い更新され
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され含む通知めな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
5. 学区の初期評価のための特別規則が提案する場／拒否するための対策してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が内容に関しては変更されていません。が最初の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 でな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されどの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されように従い更新され保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され
つ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報を持った生徒に知りえた生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されかに従い更新されつ子供の保護者がい更新されて説明を含む通知しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
6. IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が理解を持った生徒に深める為の資料も含める必要があります。める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され資料の適切な公教育 も含む通知める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
7. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個別教育プログラム[Individualized Education Program (IEP)]の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されチー
ムが提案する場した生徒に他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されオプション州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無な懲戒処分の決定がなされた場合 ぜ学区がその内容を提案／拒否しているのかという理由を説明しなければなりその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されオプション州教育委員会の標準に従い更新されを持った生徒に拒否するための対策した生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されかとプライバシー法 い更新されう説明を含む通知も
しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
8. な懲戒処分の決定がなされた場合 ぜ学区がその内容を提案／拒否しているのかという理由を説明しなければなり学区の初期評価のための特別規則がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され内容に関しては変更されていません。を持った生徒に提案する場／拒否するための対策した生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されかとプライバシー法 い更新されう他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され理由を説明しなければなりも記載しなければならない。 しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
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通知としての書面通知個別教育プログラムの使用の書面通知使用
保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され受け取り消しる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されが全ての説明を含む通知て§300.503 に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が要求する事のできる法律です。  この通知の複製は事項を持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にす場合に従い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公的な配置）、
機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP を持った生徒に事前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：通知とプライバシー法 して使用し得る為の妥当な努力に関する書面化ます。
理解可能な言語による通知な言語による通知言語による通知による通知通知
通知はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 一般的な配置）、に従い更新され理解される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が言語が使用される：に従い更新されよって書かれな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
2. 明を含む通知らかに従い更新され不可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれでな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され母語が使用される：もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されコミュニケーション州教育委員会の標準に従い更新され伝達方法を持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
事。
母語が使用される：もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されコミュニケーション州教育委員会の標準に従い更新され伝達方法が書き言葉ではない場合、学区は以下を保証しではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に保証し
な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
1. 母語が使用される：もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されコミュニケーション州教育委員会の標準に従い更新され伝達方法に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が話し言葉によって通知は翻訳されし言葉ではない場合、学区は以下を保証しに従い更新されよって通知はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され翻訳されされ
な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
2. 通知内容に関しては変更されていません。を持った生徒に理解しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 項目 1 とプライバシー法  2 が満たす場合に限り、公的た生徒にされた生徒にとプライバシー法 い更新されう書面においては以下の頭字語が使用される：上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され証拠を残さなければならない。 を持った生徒に残さなければならない。 さな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。

母語による通知
34 CFR §300.29
限られた生徒に英語が使用される：力に関する書面化である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され「学区」には、公立学校アカ母語が使用される：」とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に意味します。します。
1. 通常、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人間に従い更新されよって使用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が言語が使用される：。もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者に従い更新されよって使用
される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が言語が使用される：。
2. 子供の保護者がとプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され直接的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 接触全ての説明を含む通知てに従い更新されおい更新されて（公費での私立学校における一方的な配置）、子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 を持った生徒に含む通知む通知）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され自宅もしくは学習環境で子もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学習環境で子で子
供の保護者がに従い更新されよって通常使用されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が言語が使用される：。
視覚および聴覚障害を伴う人、もしくは書き言葉を持ち合わせない人に対しては、通常使用すおよび決定聴覚および聴覚障害を伴う人、もしくは書き言葉を持ち合わせない人に対しては、通常使用す障害を持った生徒に伴う人、もしくは書き言葉を持ち合わせない人に対しては、通常使用すう人、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書き言葉ではない場合、学区は以下を保証しを持った生徒に持った生徒にち合わせない人に対しては、通常使用す合わせな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され人に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がしてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通常使用す
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がコミュニケーション州教育委員会の標準に従い更新され伝達方法（公費での私立学校における一方的な配置）、手話し言葉によって通知は翻訳され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され点字、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され話し言葉によって通知は翻訳されし言葉ではない場合、学区は以下を保証し等について記述しなければなりません。）。

電子メールメール
34 CFR §300.505
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されを持った生徒に電子メールに従い更新されよって送信できる場合、以下を電子メールによって受け取できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に電子メールに従い更新されよって受け取り消し
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事とプライバシー法 します。
1. 事前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：通知;
2. 保障措置通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒に
3. 公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が通知。
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保護者の同意の書面通知同意- 定義
34 CFR §300.9
同意
同意とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に意味します。します。
1. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが同意してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が内容に関しては変更されていません。に従い更新されつ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報に従い更新されつ子供の保護者がい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され母語が使用される：もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
コミュニケーション州教育委員会の標準に従い更新され伝達方法（公費での私立学校における一方的な配置）、手話し言葉によって通知は翻訳され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され点字、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され話し言葉によって通知は翻訳されし言葉ではない場合、学区は以下を保証し等について記述しなければなりません。）に従い更新されよりきち合わせない人に対しては、通常使用すんとプライバシー法 説明を含む通知を持った生徒に受けた生徒に
とプライバシー法 い更新されう事。
2. その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され内容に関しては変更されていません。が記載しなければならない。 された生徒に書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されきち合わせない人に対しては、通常使用すんとプライバシー法 理解し同意する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事。また生徒に同意書に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され発
行される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が記録リストをされた場合 （公費での私立学校における一方的な配置）、あれば）とプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意内容に関しては変更されていません。が記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
3. 同意はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され任意の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されであり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合でも同意を持った生徒に取り消しり下の場合は除きます。 げる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれだ適していない子供のための保護とプライバシー法 い更新され
う事を持った生徒に理解しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
同意取り消しり下の場合は除きます。 げを持った生徒に行う事に従い更新されよって、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取から取り消しり下の場合は除きます。 げまでに従い更新され起こった事柄を否定（取こった生徒に事柄を否定（取を持った生徒に否するための対策定がなされた場合 （公費での私立学校における一方的な配置）、取り消し
り消しす）事はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。

保護者の同意の書面通知同意
34 CFR §300.300
初期評価への同意への書面通知同意
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され何らかの提案に関する事前の書面通知を提供する事なく、あるいは前項で述べたようならかの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提案する場に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：通知を持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事な懲戒処分の決定がなされた場合 く、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され前の書面通知項で述しなければなりません。べた生徒にような懲戒処分の決定がなされた場合 
同意書 - 保護者の同意の書面通知同意－ 定義 を持った生徒に保護者から得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事な懲戒処分の決定がなされた場合 く、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。す
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に受ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新され属するか否かという初期評価を行う事は出来ませんする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がか否するための対策かとプライバシー法 い更新されう初期評価リクエストをされた場合 を持った生徒に行う事はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され出来ませんません。
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がか否するための対策かを持った生徒に判断する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が初期評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意書を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され責任を持った生徒に持った生徒にって妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 努力に関する書面化を持った生徒にしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
初期評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意書はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がしてあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に
提供の保護者がし始または変更する、又は無める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され含む通知まれてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され とプライバシー法 い更新されうことプライバシー法 ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが公立学校に従い更新され入学してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公立学校に従い更新され入学させようとプライバシー法 考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がえてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がが初
期評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意書の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提供の保護者がを持った生徒に拒否するための対策した生徒にり返答を持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事が出来ませんな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停
や公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 聴聞会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知き等について記述しなければなりません。を持った生徒に利用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事で、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され初期評価リクエストをされた場合 を持った生徒に
実行しようとプライバシー法 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され状況において子供の評価を追及しない場合、学に従い更新されおい更新されて子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 を持った生徒に追及しない場合、学しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学
区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がを持った生徒に見および決定つ子供の保護者がけ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され識の基礎別し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が義務を持った生徒に侵害する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。
州の書面通知区の初期評価のための特別規則の書面通知初期評価への同意の書面通知ための書面通知特別規則
子供の保護者がが「学区」には、公立学校アカ州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者が」で保護者とプライバシー法 共に居住していない場合、に従い更新され居住していない場合、してい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州教育委員会の標準に従い更新され・特別教育室
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以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がか否するための対策かを持った生徒に決定がなされた場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が実施の要求を受領した場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が初期評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護者に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意書はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され必要とプライバシー法 しません。
1. 保護者を持った生徒に見および決定つ子供の保護者がけようとプライバシー法 妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 努力に関する書面化を持った生徒にした生徒にに従い更新されも関しては変更されていません。わらず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者を持った生徒に見および決定つ子供の保護者がける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
事が出来ませんな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合。
2. 州法に従い更新されより保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利が抹消しされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 審判官また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一般的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 ケアに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして責任の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公的な配置）、機関しては変更されていません。が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 権とプライバシー法 利とプライバシー法 
初期評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意を持った生徒に保護者ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され人物に委託している場合。に従い更新され委託している場合。してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。
IDEA に従い更新されおい更新されて使用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者が とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 子供の保護者がを持った生徒に意味します。します。
1. 審判官また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一般的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 ケアに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして責任の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公的な配置）、機関しては変更されていません。に従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され代わり里
親が教育上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 権とプライバシー法 利を持った生徒に与えられてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が里子。
2. 州法に従い更新されより「学区」には、公立学校アカ州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者が」とプライバシー法 見および決定な懲戒処分の決定がなされた場合 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。
3. 州法に従い更新されより裁判所の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 見および決定な懲戒処分の決定がなされた場合 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
4. 公立児童福祉機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管理下の場合は除きます。 に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。
サービスに対する保護者の同意に対する保護者の同意する通知保護者の同意の書面通知同意
子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして初めて特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者同意書を持った生徒に
得る為の妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。又は無、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意書を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され努力に関する書面化を持った生徒に怠ってはなりません。ってはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして初めて特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が際に求められる同意に応答しに従い更新され求する事のできる法律です。  この通知の複製はめられる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意に従い更新され応答し
な懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意を持った生徒に拒否するための対策した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意な懲戒処分の決定がなされた場合 しに従い更新され子供の保護者がに従い更新され与えられた生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育
やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービス（公費での私立学校における一方的な配置）、子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP チームに従い更新されより薦められた）を提供する為の合意を得る為められた生徒に）を持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され合意を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知き（公費での私立学校における一方的な配置）、調停、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 聴聞会の標準に従い更新され等について記述しなければなりません。）を持った生徒に取り消しる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合があり
ます。
子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして初めて特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が際に求められる同意に応答しに従い更新され求する事のできる法律です。  この通知の複製はめられる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され応答
を持った生徒に拒否するための対策した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新され応じな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意が必要で
ある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がしての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事が出来ませんな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がしてそれらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサービスを持った生徒に提供の保護者ができな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され事に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されFAPE を持った生徒に利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれに従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は事項に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されう事に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 らりません。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 同意書が必要とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新され
IEP を持った生徒に発展させたり、させた生徒にり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIEP 会の標準に従い更新され議を持った生徒に開くように従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。
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保護者の同意の書面通知同意の書面通知取り消しり消し消しし
特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意を持った生徒に取り消しり消しす（公費での私立学校における一方的な配置）、取り消しり戻し
す）ように従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：で通知した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者がし続きに関する全ての説明を含む通知ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません
2. 書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され取り消しり消しし受領し、学年度中にに従い更新され基づき、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に中止するする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
旨をを持った生徒に IDEA 規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され§300.503 に従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：通知を持った生徒に提出しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
3. 子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして提供の保護者がされな懲戒処分の決定がなされた場合 くな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され合意を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保証措置手続きに関する全ての説明を含む通知き（公費での私立学校における一方的な配置）、調停、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解
決会の標準に従い更新され議、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 聴聞会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知き等について記述しなければなりません。）を持った生徒に取り消しり消しす;
4. 子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして更な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者ができな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され事に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
FAPE を持った生徒に利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれに従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は事項に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されう事に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
5. 子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が特別教育規定がなされた場合 やそれに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新され IEP を持った生徒に発展させたり、させた生徒にり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
IEP 会の標準に従い更新され議を持った生徒に開くように従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
6. 同意の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され取り消しり消ししに従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育記録を持った生徒に抹消しした生徒にり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。す
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され受領し、学年度中に記録を持った生徒に変更した生徒にりする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
再評価への同意の書面通知為の保護者の同意の書面通知保護者の同意の書面通知同意
学区の初期評価のための特別規則で以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事を持った生徒に証明を含む通知できな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限りはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され再評価リクエストをされた場合 を持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され同意書を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 
らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
1. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され再評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意書を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新されきち合わせない人に対しては、通常使用すんとプライバシー法 段階を踏んでいる場合。を持った生徒に踏んでいる場合。んでい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。
2. 保護者が応答しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合。
子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され再評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策を持った生徒に無効にする場合、学区は同意が必要である子供への再評に従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意が必要である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され再評
価リクエストをされた場合 を持った生徒に行う為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 聴聞会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知き等について記述しなければなりません。とプライバシー法 い更新されった生徒に保証措置
手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に取り消しる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合があります。初期評価リクエストをされた場合 とプライバシー法 同様に、このように再評価を行うことの拒否を追求に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されように従い更新され再評価リクエストをされた場合 を持った生徒に行うことプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策を持った生徒に追求する事のできる法律です。  この通知の複製は
する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合でも、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新され基づく義務を持った生徒に侵害した生徒にことプライバシー法 に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
保護者の同意の書面通知同意を得る為の妥当な努力に関する書面化得る為の妥当な努力に関する書面化る通知為の保護者の同意の書面通知妥当な努力に関する書面化な言語による通知努力に関する書面化に関する書面化する通知書面化
保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され獲得る為の妥当な努力に関する書面化や、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され初めての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育やそれに従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして初期評価リクエストをされた場合 
を持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が「学区」には、公立学校アカ州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者」の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され再審査及しない場合、学び決定選出な懲戒処分の決定がなされた場合 どに従い更新され妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 努力に関する書面化を持った生徒にし続きに関する全ての説明を含む通知けた生徒にとプライバシー法 い更新されう記録はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校で保
持った生徒にし続きに関する全ての説明を含む通知けな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそれぞれの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されエリアで学区の初期評価のための特別規則が為した生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 試
みの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録を持った生徒に含む通知まな懲戒処分の決定がなされた場合 ければりません。
1. 通話し言葉によって通知は翻訳されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され電話し言葉によって通知は翻訳され呼び出しの詳細記録およびこれらの電話の結果。び決定出しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され詳細記録および決定これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され電話し言葉によって通知は翻訳されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果。
2. 保護者もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され受領し、学年度中に者に従い更新され送付した生徒に連絡文書の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複製は。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され自宅もしくは学習環境で子や仕事場へ訪問した生徒に際に求められる同意に応答しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され詳細記録とプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果。
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その書面通知他同意要件
以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされません。
1. 学区の初期評価のための特別規則が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され再評価リクエストをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一部であるデータを確認している場合。また、である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がデータを持った生徒に確認している場合。また、してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 学区の初期評価のための特別規則が全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され渡した生徒に他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 やテストをされた場合 を持った生徒に子供の保護者がに従い更新されも渡してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合。（公費での私立学校における一方的な配置）、テストをされた場合 や評
価リクエストをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され前の書面通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者からの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され必要）
他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービス、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され利益、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され活動を持った生徒に否するための対策定がなされた場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され 1 つ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサービスや活
動への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策を持った生徒に学区の初期評価のための特別規則が使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできません。
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが私立学校に従い更新され入学してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合（公費での私立学校における一方的な配置）、自費での私立学校における一方的な配置）、）や自宅もしくは学習環境で子でホームスクーリン州教育委員会の標準に従い更新されグを持った生徒にしてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
場合に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され初期評価リクエストをされた場合 や再評価リクエストをされた場合 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同意を持った生徒にしてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され応答を持った生徒にし
てい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあらゆる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が手続きに関する全ての説明を含む通知き（公費での私立学校における一方的な配置）、調停、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 聴聞会の標準に従い更新され
等について記述しなければなりません。）を持った生徒に利用しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。又は無、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが公平な懲戒処分の決定がなされた場合 サ
ービス（公費での私立学校における一方的な配置）、障がい更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者同席の私立学校において利用可能なサービス）を受領の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され私立学校に従い更新されおい更新されて利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 サービス）を持った生徒に受領し、学年度中に
できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利を持った生徒に学区の初期評価のための特別規則が要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。

独立した教育評価した教育評価への同意
34 CFR §300.502
概要
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 に従い更新され同意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 に従い更新され記載しなければならない。 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がような懲戒処分の決定がなされた場合 独立した生徒に教育評価リクエストをされた場合 
[Independent Education Evaluation (IEE)]を持った生徒に受ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利を持った生徒に有します。します。
IEE を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIEE を持った生徒にどこで得る為の妥当な努力に関する書面化られる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIEE に従い更新され応募する為の学区基準についての情報する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されつ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報
を持った生徒に学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提供の保護者がしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければりません。
定義
IEE とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育に従い更新され責任の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則に従い更新され雇用されてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され認している場合。また、定がなされた場合 審査官に従い更新されより評価リクエストをされた場合 が行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
事を持った生徒に意味します。します。
公費での私立学校における一方的な配置）、とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 に従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が評価リクエストをされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が全ての説明を含む通知額費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒に支払い戻しうか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評
価リクエストをされた場合 が無料の適切な公教育 で行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事を持った生徒に意味します。します。IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州・地方・連邦の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場所に従い更新されお
い更新されても、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にす為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 民間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され支援を受けられる事になっています。を持った生徒に受けられる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 ってい更新されます。
公費で評価する親権で評価する親権評価への同意する通知親権
学区の初期評価のための特別規則に従い更新されより行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が評価リクエストをされた場合 に従い更新され同意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され条件に従い更新されおい更新されて公費での私立学校における一方的な配置）、に従い更新されより子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEE を持った生徒に行う
権とプライバシー法 利を持った生徒に有します。します。
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1. 公費での私立学校における一方的な配置）、で子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEE を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が文書を持った生徒に提出した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に受領し、学年度中にした生徒に日から 7 日以
内に従い更新され文面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されよって、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され意図を含んだ返答しなければなりません。を持った生徒に含む通知んだ適していない子供のための保護返答しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。(a) 公費での私立学校における一方的な配置）、に従い更新されより
IEE を持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 。もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され (b) 子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が評価リクエストをされた場合 が適正であった生徒にとプライバシー法 い更新されう事を持った生徒に証明を含む通知す
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が申し立ての申請し立てを持った生徒に行い更新されます。
2. 学区の初期評価のための特別規則が公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され且つ子供に対する学校の評価が正しかったという最終決断が為つ子供の保護者が子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 が正しかった生徒にとプライバシー法 い更新されう最終決断が為
された生徒に場合に従い更新されおい更新されても、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIEE への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され有します。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がが公費での私立学校における一方的な配置）、ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行えません。
3. 子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が IEE を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はした生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則に従い更新されよって実施の要求を受領した場合 された生徒に評価リクエストをされた場合 に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 ぜ学区がその内容を提案／拒否しているのかという理由を説明しなければなり不服なのか、学な懲戒処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学
区の初期評価のための特別規則が質問を持った生徒にしてくる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。しかし学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され説明を含む通知を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はせずに従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公費での私立学校における一方的な配置）、での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者が
に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が IEE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提供の保護者がを持った生徒に迅速
1.

に従い更新され行ってくれる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がかもしれな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が行った生徒に子供の保護者がへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 を持った生徒に支持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が

為に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に行う可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。
4. 提供の保護者がされた生徒に IEE が学区の初期評価のための特別規則基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新され満たす場合に限り、公的た生徒にな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請し立てる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可
能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。評価リクエストをされた場合 が学区の初期評価のための特別規則基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されを持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にしてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されとプライバシー法 い更新されう最終判断が公聴会の標準に従い更新されでな懲戒処分の決定がなされた場合 された生徒に
場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIEE への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 払い戻し戻ししはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行われな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。
学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 に従い更新され同意せず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公費での私立学校における一方的な配置）、で使ってあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され IEE を持った生徒に使用できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 1 回の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみです。
保護者の同意による通知評価への同意
公費での私立学校における一方的な配置）、で子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEE を持った生徒に行う場合もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され私費での私立学校における一方的な配置）、に従い更新されより行った生徒に評価リクエストをされた場合 を持った生徒に学区の初期評価のための特別規則とプライバシー法 共に居住していない場合、有します。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合：
1. FAPE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。して行われた生徒に決定がなされた場合 に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されが IEE に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして満たす場合に限り、公的た生徒にされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
かどうか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 結果に従い更新されつ子供の保護者がい更新されて熟慮しなければならない。また、しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 子供の保護者がに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され際に求められる同意に応答し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒に又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され証拠を残さなければならない。 とプライバシー法 して評価リクエストをされた場合 結果を持った生徒に提出しな懲戒処分の決定がなされた場合 け
ればな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。
行政法審判官による評価請求による通知評価への同意請求
行政方審判官[Administrative Law Judge (ALJ)]が公聴会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一環とプライバシー法 して子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
IEE を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公費での私立学校における一方的な配置）、で賄われなければなりません。われな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
学区の初期評価のための特別規則の書面通知基準
IEE が公費での私立学校における一方的な配置）、で行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 が開始または変更する、又は無される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が際に求められる同意に応答しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されが IEE に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者があな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 
利とプライバシー法 一致する限り）評価場所や審査官の資格を含める評価基準は、学区が使用する基準と同じする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が限り）評価リクエストをされた場合 場所や審査官の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され資格を含める評価基準は、学区が使用する基準と同じを持った生徒に含む通知める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が評価リクエストをされた場合 基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 同じ
もの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されでな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
以上で述しなければなりません。べた生徒に場合を持った生徒に除きます。 い更新されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公費での私立学校における一方的な配置）、で IEE を持った生徒に取り消し得る為の妥当な努力に関する書面化する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が条件やスケジュール
を持った生徒に課すことは出来ません。すことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され出来ませんません。
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情報の書面通知機密性
定義
34 CFR §300.611
見および決定出しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で使用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がような懲戒処分の決定がなされた場合  情報の書面通知機密性:


破壊 とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され物に委託している場合。理的な配置）、破壊もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報からの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人識の基礎別子の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され削除きます。 を持った生徒に意味します。し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されや情を受領し、学年度中に報で個人
を持った生徒に特定がなされた場合 できな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され状態。



教育記録 とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され34 CFR パートをされた場合  99（公費での私立学校における一方的な配置）、1974 年の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され家族の教育権とプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育権とプライバシー法 とプライバシー法 プライバシー法[Family
Educational Rights and Privacy Act (FERPA)]、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され20 U.S.C. [United States Code –
米国コード] 1232g を持った生徒に実施の要求を受領した場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が規制の）に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が「学区」には、公立学校アカ教育記録」の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され定がなされた場合 義上に従い更新され述しなければなりません。べられてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
事項を持った生徒に意味します。します。FERPA に従い更新されおい更新されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され「学区」には、公立学校アカ教育記録」を持った生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にに従い更新され直接関しては変更されていません。係する記録又はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が記録又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
教育機関しては変更されていません。や機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され代理店により保持されている記録として定義されています。に従い更新されより保持った生徒にされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が記録とプライバシー法 して定がなされた場合 義されてい更新されます。



参加機関しては変更されていません。 とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新されおい更新されて得る為の妥当な努力に関する書面化た生徒に情を受領し、学年度中に報、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報を持った生徒に収集
／保持った生徒に／使用してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者があらゆる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期間、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され組織を持った生徒に意味します。します。

個人特定可能な言語による通知な言語による通知情報 情報
34 CFR §300.32

個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報が含む通知まれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 ります：
a. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。親族の教育権とプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知
b. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され住していない場合、所
c. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され社会の標準に従い更新され保障番号や生徒番号のような個人識別情報。または、や生徒に番号や生徒番号のような個人識別情報。または、の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 個人識の基礎別情を受領し、学年度中に報。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
d. 個人的な配置）、特徴が記載されたリストや確実的に子供を特定できるようなその他の情報が記載しなければならない。 された生徒にリストをされた場合 や確実的な配置）、に従い更新され子供の保護者がを持った生徒に特定がなされた場合 できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がような懲戒処分の決定がなされた場合 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報。

保護者の同意への書面通知通知
34 CFR §300.612
ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州教育委員会の標準に従い更新され[Michigan Department of Education (MDE)] はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報を持った生徒に含む通知め
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機密性に従い更新され関しては変更されていません。しての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されポリシーや手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に保護者に従い更新され通知しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りま
せん。
1. 州内に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が多くの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され母語が使用される：である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が言語が使用される：を持った生徒に使用し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記載しなければならない。 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事とプライバシー法 します。
2. 個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報が保持った生徒にされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され説明を含む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され求する事のできる法律です。  この通知の複製はめられる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され種類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され収集
に従い更新され国が使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が方法（公費での私立学校における一方的な配置）、情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され収集元を持った生徒に含む通知む通知）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され用途。
3. 参加機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されポリシーや手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要約はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保管に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事項、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され第三者への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され開示、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保持った生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個
人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され破棄に従い更新され従い更新されわな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
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4. FERPA に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 34 CFR パートをされた場合  99 に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が実施の要求を受領した場合 規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知を持った生徒に含む通知む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報に従い更新され関しては変更されていません。す
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利に従い更新されつ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記載しなければならない。 。
主要な懲戒処分の決定がなされた場合 身元確認している場合。また、、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され所在地、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 活動の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され前の書面通知に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、「学区」には、公立学校アカ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され発見および決定」とプライバシー法 しても知られてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
新聞紙や他のメディア（もしくはその両方）を通して通知されなければならない。特別教育やや他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されメディの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されア（公費での私立学校における一方的な配置）、もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され両方）を持った生徒に通して通知されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。特別教育や
それに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスを持った生徒に必要とプライバシー法 してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がを持った生徒に見および決定つ子供の保護者がけ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特定がなされた場合 し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして評価リクエストをされた場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州全ての説明を含む通知体のの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
活動を持った生徒に保護者が知る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事が出来ませんる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめです。

アクセスに対する保護者の同意権
34 CFR §300.613
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。に従い更新されよって収集／保持った生徒に／使用された生徒に子供の保護者がに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が教育記録はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加
機関しては変更されていません。から保護者に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして提供の保護者がされな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。IEP に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が会の標準に従い更新され議が行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
前の書面通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 公聴会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、解決会の標準に従い更新され議又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されしつ子供の保護者がけに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新されも含む通知む通知）が実施の要求を受領した場合 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者からの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が教育記録への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提出要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新され不必要な懲戒処分の決定がなされた場合 遅延無しに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が応しな懲戒処分の決定がなされた場合 け
ればな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。また生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製は後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 45 日以内に従い更新され要望に応じる必要があります。に従い更新され応じる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
教育記録を持った生徒に検査・確認している場合。また、する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 も含む通知みます。
1. 記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され説明を含む通知とプライバシー法 解釈に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が合理的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 要求する事のできる法律です。  この通知の複製はへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。からの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され返答に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利。
2. 教育記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複製はを持った生徒に受領し、学年度中にしな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が検査・確認している場合。また、が十分の決定がなされた場合 に従い更新され行えな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され際に求められる同意に応答しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加
機関しては変更されていません。に従い更新され記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複製はを持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利。
3. 担当な努力に関する書面化者に従い更新され記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調査とプライバシー法 確認している場合。また、を持った生徒に依頼する権利。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利。
後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取見および決定人、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され離し婚等について記述しなければなりません。に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参があり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適応される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州法下の場合は除きます。 に従い更新されより権とプライバシー法 利が認している場合。また、められてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参
加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され検査・確認している場合。また、を持った生徒に実行する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが有します。してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 みな懲戒処分の決定がなされた場合 します。

アクセスに対する保護者の同意記録
34 CFR §300.614
各参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新されおい更新されて収集／保持った生徒に／使用された生徒に教育記録への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されアクセス権とプライバシー法 を持った生徒に
得る為の妥当な努力に関する書面化た生徒に人物に委託している場合。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録を持った生徒に保管しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、保護者もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され承認している場合。また、された生徒に従い更新され業員に従い更新されよ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がアクセスを持った生徒に除きます。 く）。人物に委託している場合。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されアクセス権とプライバシー法 を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化た生徒に日付、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 ぜ学区がその内容を提案／拒否しているのかという理由を説明しなければなり記録を持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が承認している場合。また、を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
かとプライバシー法 い更新されう目的な配置）、を持った生徒に記録に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され含む通知まな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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複数の子供に関する記録の書面通知子メール供に関する記録に関する書面化する通知記録
34 CFR §300.615
複数の子供に関する記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が記録が教育記録に従い更新され含む通知まれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそれぞれの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され自分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され関しては変更されていません。
する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみ検証・確認している場合。また、する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報に従い更新されつ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され報告を受けるものを持った生徒に受ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
とプライバシー法 します。

情報の書面通知場所とリストの種類とリスに対する保護者の同意トの種類の書面通知種類
34 CFR §300.616
要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされた生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され各参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育記録が機関しては変更されていません。に従い更新されよって収集／保持った生徒に／使用された生徒に情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され種類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 
場所の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されリストをされた場合 を持った生徒に提出しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。

費で評価する親権用
34 CFR §300.617
これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録を持った生徒に検証・確認している場合。また、する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利を持った生徒に料の適切な公教育 金が発生する事により妨げられないのであれば、が発生する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事に従い更新されより妨げられないのであれば、げられな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されであれば、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
各参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新されより記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複製はに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして料の適切な公教育 金が発生する事により妨げられないのであれば、を持った生徒に課すことは出来ません。す場合があります。
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され検索や取得に関しては料金を課さない場合がありまや取り消し得る為の妥当な努力に関する書面化に従い更新され関しては変更されていません。してはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され料の適切な公教育 金が発生する事により妨げられないのであれば、を持った生徒に課すことは出来ません。さな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合がありま
す。

保護者の同意の書面通知要請による通知記録の書面通知修正
34 CFR §300.618
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新されよって収集／保持った生徒に／使用された生徒に子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育記録に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が情を受領し、学年度中に報が正しくな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
不明を含む通知瞭、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプライバシーやその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利を持った生徒に侵害してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がえる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報
を持った生徒に保有します。してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が参加機関しては変更されていません。に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれです。
要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に受領し、学年度中にしてから調査に従い更新され必要な懲戒処分の決定がなされた場合 時間が経過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否かした生徒に後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。が情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更を持った生徒に行うべきか否するための対策か
を持った生徒に判断しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がし参加機関しては変更されていません。が情を受領し、学年度中に報変更を持った生徒に拒否するための対策した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され「学区」には、公立学校アカ公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機会の標準に従い更新され」の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出しに従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
ような懲戒処分の決定がなされた場合 権とプライバシー法 利を持った生徒に行使する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事ができます。

公聴会の書面通知機会
34 CFR §300.619
子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が教育記録が正しくな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され不明を含む通知瞭、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプライバシーやその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利を持った生徒に
侵害してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がえられてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新されよって参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報に従い更新され挑戦する公聴会の機会をする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機会の標準に従い更新されを持った生徒に
保護者に従い更新され与えな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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聴聞会手続きき
34 CFR §300.621
FERPA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育記録に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が情を受領し、学年度中に報に従い更新され挑戦する公聴会の機会をする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 されな懲戒処分の決定がなされた場合 
ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。

公聴会の書面通知結果
34 CFR §300.620
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報が正しくな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され不明を含む通知瞭、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプライバシーやその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利を持った生徒に侵
害してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されう判断が参加機関しては変更されていません。に従い更新されより為された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知を持った生徒にした生徒に上で、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され内
容に関しては変更されていません。を持った生徒に変更しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報が正しい更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され明を含む通知瞭、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプライバシーやその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利を持った生徒に侵害して
い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されとプライバシー法 い更新されう判断が参加機関しては変更されていません。に従い更新されより為された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が書面においては以下の頭字語が使用される：情を受領し、学年度中に報はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまま保管され
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 に従い更新され同意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され理由を説明しなければなりを持った生徒に提供の保護者がされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 説明を含む通知が記載しなければならない。 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
1. 記録もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され不明を含む通知瞭な懲戒処分の決定がなされた場合 箇所が参加機関しては変更されていません。に従い更新されよって保持った生徒にされてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一
部であるデータを確認している場合。また、とプライバシー法 して参加機関しては変更されていません。に従い更新されよって説明を含む通知に従い更新され関しては変更されていません。しても保持った生徒にされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
2. 参加機関しては変更されていません。が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され論争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 を持った生徒に第三者に従い更新され開示する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され説明を含む通知部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。
しても同じく開示される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。

適切な個人特定可能な情報の開示な言語による通知個人特定可能な言語による通知な言語による通知情報の書面通知開示
34 CFR §300.622
個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され含む通知まれた生徒に教育記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され開示（公費での私立学校における一方的な配置）、保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意な懲戒処分の決定がなされた場合 し）を持った生徒に FERPA に従い更新されより承認している場合。また、さ
れてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され役員以外の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され第三者に従い更新され個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報が開示される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそ
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され前の書面通知に従い更新され保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。以下の場合は除きます。 に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合を持った生徒に除きます。 い更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B
分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は事項を持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にす目的な配置）、での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され役員に従い更新され向けて個人特定可能な情報が提供される場けて個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報が提供の保護者がされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場
合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され必要されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され移行サービスを持った生徒に提供の保護者がまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され支払い戻しってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が参加機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され役員に従い更新され公開される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが州法に従い更新され定がなされた場合 める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が成人年齢に達している場合は、その子供の同意を得に従い更新され達してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化
な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
子供の保護者がが居住していない場合、区の初期評価のための特別規則域外の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され私立学校に従い更新され通ってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通う予定がなされた場合 がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され私立学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され役員とプライバシー法 居住していない場合、区の初期評価のための特別規則域学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され役員の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され間で子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報が共に居住していない場合、有します。される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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保障措置
34 CFR §300.623
各参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報を持った生徒に収集／保管／開示／破棄する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が段階を踏んでいる場合。に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
機密性を持った生徒に保護しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
各参加機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 1 名の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され役員が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機密性を持った生徒に保証する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が責任を持った生徒に負う必要がありまう必要がありま
す。
個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報を持った生徒に収集もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人間はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され FERPA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機密
事項に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されポリシーとプライバシー法 手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が講習又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訓練を受けなければならない。を持った生徒に受けな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
各参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公的な配置）、検査の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され理由を説明しなければなりに従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報に従い更新されアクセスし得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され従い更新され業員の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され役
職とプライバシー法 名前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されリストをされた場合 を持った生徒に保持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。

情報の書面通知破棄
34 CFR §300.624
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されおい更新されて収集／保管／使用された生徒に個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報が対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が象の子供への教育の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育
サービスに従い更新され必要な懲戒処分の決定がなされた場合 くな懲戒処分の決定がなされた場合 った生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され旨をを持った生徒に保護者に従い更新され伝える教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され破棄されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。しかしな懲戒処分の決定がなされた場合 がら、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知／
住していない場合、所／電話し言葉によって通知は翻訳され番号や生徒番号のような個人識別情報。または、／学年／クラス出席の私立学校において利用可能なサービス）を受領記録／クラス出席の私立学校において利用可能なサービス）を受領／学年レベルの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され完了／年次完了等について記述しなければなりません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され永続きに関する全ての説明を含む通知
的な配置）、記録はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期間制の限な懲戒処分の決定がなされた場合 しに従い更新され保管され得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。

生徒の権利の書面通知権利
34 CFR §300.625
FERPA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知に従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育記録に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され有します。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にが 18 歳になった際、生徒に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 った生徒に際に求められる同意に応答し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒に
へ移行される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利も同様に、このように再評価を行うことの拒否を追求に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にが 18 歳になった際、生徒い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 った生徒に際に求められる同意に応答し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にへ移行される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がも
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。しかしな懲戒処分の決定がなされた場合 がら、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されで要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が通知に従い更新され関しては変更されていません。し
てはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にとプライバシー法 保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され両者に従い更新され提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
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調停
調停
34 CFR §300.506
概要
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され C 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参（公費での私立学校における一方的な配置）、州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は前の書面通知に従い更新され発
生した生徒に事項を持った生徒に含む通知む通知）への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され意見および決定の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され相違いを持った生徒に解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されMDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則とプライバシー法 保護者が利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 調停の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手
続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に規定がなされた場合 しました生徒に。その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適正手続きに関する全ての説明を含む通知に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が審問を持った生徒に要
請する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめに従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請し立てた生徒にかどうかに従い更新され関しては変更されていません。わらず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され C 分の決定がなされた場合 
類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が論争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関を持った生徒に解決すべく調停はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれです。適正手続ききによる通知苦情の書面通知提出
必要条件
調停までの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され関しては変更されていません。して、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に保証します。
1. 調停はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者側に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則側に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が任意とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 ります。
2. IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され C 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 利又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 
利を持った生徒に否するための対策定がなされた場合 した生徒にり遅らせる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 して、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停が使用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。
3. 効にする場合、学区は同意が必要である子供への再評果的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 調停テクニックを持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新され教育された生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平且つ子供に対する学校の評価が正しかったという最終決断が為つ子供の保護者が認している場合。また、定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され受けた生徒に調停者に従い更新されよ
り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事とプライバシー法 します。
仲裁を持った生徒に使用しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されことプライバシー法 を持った生徒に学区の初期評価のための特別規則や保護者が選択した場合、都合の良い場所と時間において、利害した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され都合の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され良い場所と時間において、利害い更新され場所とプライバシー法 時間に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され利害
関しては変更されていません。係する記録又は外の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され第三者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同席の私立学校において利用可能なサービス）を受領に従い更新されおい更新されて学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に実行する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がかもしれな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。利害関しては変更されていません。係する記録又は外の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。
とプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 代替論争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関解決機関しては変更されていません。、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護者教育情を受領し、学年度中に報セン州教育委員会の標準に従い更新されターや保護者リソース
コミュニティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されーセン州教育委員会の標準に従い更新されターとプライバシー法 契約してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が人物に委託している場合。。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 調停に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が利点を持った生徒に説明を含む通知し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され使用を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され勧められるような人物。められる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がような懲戒処分の決定がなされた場合 人物に委託している場合。。
MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育とプライバシー法 それに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がサービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が法とプライバシー法 規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知を持った生徒に知ってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され認している場合。また、定がなされた場合 された生徒に
調停人の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されリストをされた場合 を持った生徒に保管しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されラン州教育委員会の標準に従い更新されダム／順番／もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 基
準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されよって調停人を持った生徒に選出しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
会の標準に従い更新され議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用も含む通知め、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州が調停過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒に支払い戻しわな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサービ
スはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 特別教育調停サービス [Special Education Mediation Services] に従い更新されよって提供の保護者がされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
(http://MiKids1st.org).
調停の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程に従い更新され際に求められる同意に応答しする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が各会の標準に従い更新され議はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適時に従い更新され組まれな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され会の標準に従い更新され議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場所はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者とプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され両
者に従い更新され便利な懲戒処分の決定がなされた場合 場所でな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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調停過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程を持った生徒に通して保護者とプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され論争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関が解決した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され両当な努力に関する書面化事者はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決議を持った生徒に定がなされた場合 める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が法的な配置）、拘束
力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が契約を持った生徒に締結しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 調停過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程に従い更新されおい更新されて発生した生徒にすべての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され議論に従い更新されつ子供の保護者がい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機密性を持った生徒に守り又はいかなる他の公聴り又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴
会の標準に従い更新されや民事訴訟に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が証拠を残さなければならない。 とプライバシー法 して使用しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され旨をを持った生徒に述しなければなりません。べな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 な懲戒処分の決定がなされた場合 りません。また生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 学区の初期評価のための特別規則に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 限の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が代表者とプライバシー法 保護者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され両者に従い更新されよって署名されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
署名済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のみの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停同意書はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管轄裁判所（公費での私立学校における一方的な配置）、この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され種類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参を持った生徒に解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
州法に従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 限が認している場合。また、められてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が裁判所）もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されアメリカ合衆国合衆国の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され地方裁判所に従い更新されおい更新されて強
制の力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
調停の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程内で起こった事柄を否定（取こった生徒に議論に従い更新されつ子供の保護者がい更新されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそれらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機密性を持った生徒に守り又はいかなる他の公聴らな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。これら
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  C の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で援を受けられる事になっています。助を受けている州の連邦裁判所または州裁判所を持った生徒に受けてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連邦裁判所また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州裁判所
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され今後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適正手続きに関する全ての説明を含む通知に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が審問、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され民事訴訟に従い更新されおい更新されて証拠を残さなければならない。 とプライバシー法 して使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されで
きません。
調停人の書面通知公平性
調停人：
1. 調停人はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され MDE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され従い更新され業員もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が象の子供への教育の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育やケアに従い更新され関しては変更されていません。わってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人間で
あってはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
2. 調停人はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され自身の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され客観性とプライバシー法 矛盾するような個人的または職業上の興味を持ってはいけまする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がような懲戒処分の決定がなされた場合 個人的な配置）、また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され職業上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され興味します。を持った生徒に持った生徒にってはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されけま
せん。
もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停人とプライバシー法 して機関しては変更されていません。もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則から給与を持った生徒に支払い戻しわれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停人とプライバシー法 して認している場合。また、定がなされた場合 され
てい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が人物に委託している場合。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され従い更新され業員であってはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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州の書面通知苦情手続きき
公聴会苦情手続ききと州の書面通知苦情手続ききとの書面通知違いい
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中に手続きに関する全ての説明を含む通知きとプライバシー法 公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製ははアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され別記されてい更新されます。
以下の場合は除きます。 で説明を含む通知されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が個人や組織はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されMDE、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公的な配置）、機関しては変更されていません。に従い更新され
よって要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され C に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が違い反しているという事にはならりません。また、である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され主張を州の苦情として提出すを持った生徒に州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にとプライバシー法 して提出す
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子どもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され識の基礎別、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
FAPE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が規定がなされた場合 を持った生徒に開始または変更する、又は無／変更する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提案する場／拒否するための対策に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に行う
事が出来ませんる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみです。MDE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されスタッフはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期間が正式に延長されなに従い更新され延長されな懲戒処分の決定がなされた場合 
い更新され限りはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通常州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして 60 日間以内に従い更新され解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されだ適していない子供のための保護が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に
聞かな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らず（公費での私立学校における一方的な配置）、解決会の標準に従い更新され議や調停を持った生徒に通して解決されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決期間が終了した生徒に後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
保護者もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ が期間を持った生徒に特別に従い更新され延長しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限りはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出し
解決プロセスプロセスに対する保護者の同意 以下の場合は除きます。 に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され45 日間以内に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 を持った生徒に行わな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 り
ません。州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され聴聞会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されつ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され詳細はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 に従い更新され記載しなければならない。 
します。

州の書面通知苦情手続ききの書面通知採用
34 CFR §300.151
概要
MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され目的な配置）、の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に行わな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。（公費での私立学校における一方的な配置）、特別教育に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が管理
ルールを持った生徒に参照：ルール 340.1701a, 340.1851-1853）
1. 他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され組織に従い更新されより提出された生徒に苦情を受領し、学年度中にを持った生徒に含む通知む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にを持った生徒に解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為。
2. 苦情を受領し、学年度中にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請し立て。
3. 保護者教育情を受領し、学年度中に報セン州教育委員会の標準に従い更新されター、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護・養護機関しては変更されていません。、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され独立生活セン州教育委員会の標準に従い更新されター、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 機関しては変更されていません。を持った生徒に含む通知
む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者又は無はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。関しては変更されていません。心を持つ個人に、州の苦情手順きを広める為。を持った生徒に持った生徒につ子供の保護者が個人に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中に手順きを持った生徒に広める為。める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為。
適切な個人特定可能な情報の開示な言語による通知サービスに対する保護者の同意を得る為の妥当な努力に関する書面化拒否するための対策する通知ための書面通知対する保護者の同意策
州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にを持った生徒に解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新されあた生徒にり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されMDE が適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 サービスを持った生徒に提供の保護者ができな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒にとプライバシー法 判明を含む通知した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事項を持った生徒に確認している場合。また、しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
1. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されニーズを理解する為の適切な是正処置を含む、適切なサービスを提供できなかっを持った生徒に理解する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 是正処置を持った生徒に含む通知む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 サービスを持った生徒に提供の保護者ができな懲戒処分の決定がなされた場合 かっ
た生徒に失敗。
2. 全ての説明を含む通知ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障がい更新されを持った生徒に持った生徒につ子供の保護者が子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され将来ませんの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 サービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 。
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最小の州の苦情手続きの書面通知州の書面通知苦情手続きき
34 CFR §300.152
時間制限、最低手続きき
特別教育室[Office of Special Education (OSE)]を持った生徒に通して MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 苦情を受領し、学年度中にが提出
された生徒に後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中に手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に行うに従い更新されあた生徒にり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され60 日間以内の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され制の限を持った生徒に設ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事とプライバシー法 します。
1. MDE に従い更新されよって調査が必要だ適していない子供のための保護とプライバシー法 された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され独立した生徒に現地調査を持った生徒に実施の要求を受領した場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
2. 苦情を受領し、学年度中にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され主張を州の苦情として提出すに従い更新されつ子供の保護者がい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され口頭に従い更新されよって、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され追加情を受領し、学年度中に報を持った生徒に提出する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機会の標準に従い更新されを持った生徒に与える教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がも
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
3. 苦情を受領し、学年度中にに従い更新され応答する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機会の標準に従い更新されを持った生徒に学区の初期評価のための特別規則もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公的な配置）、機関しては変更されていません。に従い更新され与える教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。最低以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事
項を持った生徒に含む通知みます。(a) 機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され選択した場合、都合の良い場所と時間において、利害とプライバシー法 して、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にを持った生徒に解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新され提案する場 (b) 苦情を受領し、学年度中にを持った生徒に提出した生徒に保
護者とプライバシー法 任意の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停を持った生徒に行う事に従い更新され同意する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
4. 学区の初期評価のための特別規則また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。公的な配置）、機関しては変更されていません。が IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要件に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がかどうかに従い更新されつ子供の保護者がい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
すべての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。連情を受領し、学年度中に報を持った生徒に確認している場合。また、し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され独立した生徒に決断を持った生徒に行う。
5. 苦情を受領し、学年度中にに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がそれぞれの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され主張を州の苦情として提出すが論じられてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が不満たす場合に限り、公的事項に従い更新されつ子供の保護者がい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて決定がなされた場合 事
項を持った生徒に述しなければなりません。べ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事項を持った生徒に含む通知める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 とプライバシー法 します。(a) 事実とプライバシー法 結論の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され発見および決定 (b) MDE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最終決
断の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され理由を説明しなければなり
期間延長、最終決プロセス断、実現
以上に従い更新され記載しなければならない。 された生徒に MDE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 も含む通知める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事とプライバシー法 します。
1. 60 日間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期間を持った生徒に以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され延長します。(a) 特定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にに従い更新され関しては変更されていません。して特定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事
情を受領し、学年度中にがある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合 (b) 調停を持った生徒に通して問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参を持った生徒に解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期間延長に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして保護者とプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則／
他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公的な配置）、機関しては変更されていません。が任意に従い更新され同意した生徒に場合。
2. MDE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最終決断を持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新され際に求められる同意に応答しし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され必要であれば以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に含む通知む通知もの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。(a) 技
術支援を受けられる事になっています。活動 (b) 交渉 (c) コン州教育委員会の標準に従い更新されプライアン州教育委員会の標準に従い更新されスに従い更新され達成する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され是正処置
州の書面通知苦情と公聴会手続きき
以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出し公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求 に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きも課すことは出来ません。題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 書面においては以下の頭字語が使用される：
に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にに従い更新され書かれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にに従い更新され書かれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が複数の子供に関する記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され課すことは出来ません。題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 1 つ子供の保護者が以
上に従い更新され公聴会の標準に従い更新されとプライバシー法 い更新されうような懲戒処分の決定がなされた場合 事項が含む通知まれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にを持った生徒に脇に置いておく、もしくは公聴に従い更新され置い更新されておく、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴
会の標準に従い更新されが終了した生徒に後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取で州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事項はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
論じる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事とプライバシー法 します。公聴会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に必要とプライバシー法 しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にでの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参に従い更新されつ子供の保護者がい更新されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され前の書面通知項で述しなければなりません。べら
れた生徒に手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に期間内に従い更新され行い更新され解決しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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同じ当な努力に関する書面化事者（公費での私立学校における一方的な配置）、保護者とプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則）が関しては変更されていません。与する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され既に州の苦情における問題で決定さに従い更新され州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され苦情を受領し、学年度中にに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参で決定がなされた場合 さ
れてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決断はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参に従い更新されおい更新されて拘束力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されでな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 に従い更新され拘束力に関する書面化がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に申し立ての申請立人に従い更新され通知しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
学区の初期評価のための特別規則を持った生徒に主張を州の苦情として提出すする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が苦情を受領し、学年度中にもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公的な配置）、機関しては変更されていません。が適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 を持った生徒に実施の要求を受領した場合 しな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
MDE に従い更新されよって解決されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。

申し立ての申請し立した教育評価ての書面通知申し立ての申請請
34 CFR §300.153
組織また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され署名された生徒に申し立ての申請請を持った生徒に上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に踏んでいる場合。んで行うことプライバシー法 ができます。
申し立ての申請請はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に含む通知んでい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります:
1. 学区の初期評価のための特別規則また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。公的な配置）、機関しては変更されていません。が犯した違反についての書面した生徒に違い反しているという事にはならりません。また、に従い更新されつ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：:
a. 現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が行政規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
b. 1976 年 PA [Public Act - 公法] 451、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されMCL [Michigan Compiled Laws - ミシガ
ン州教育委員会の標準に従い更新され州編纂法] 380.1 項以下の場合は除きます。 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育プログラムとプライバシー法 サービスに従い更新され関しては変更されていません。連してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 か
ら、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
c. 2004 年障害教育法 20 U.S.C. 33 章§1400 項以降と法令発行規約とプライバシー法 法令発行規約 34 C.F.R.パー
トをされた場合  300 および決定 34 C.F.R.パートをされた場合  303 に従い更新されとプライバシー法 もな懲戒処分の決定がなされた場合 う個人、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、に従い更新され伴う人、もしくは書き言葉を持ち合わせない人に対しては、通常使用すう供の保護者が述しなければなりません。を持った生徒にもとプライバシー法 とプライバシー法 し
た生徒に書面においては以下の頭字語が使用される：;
d. 中等について記述しなければなりません。教育機関しては変更されていません。地区の初期評価のための特別規則計画、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
e. 個別教育プログラムチーム報告を受けるもの、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事務所決定がなされた場合 事項公聴会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育プログラ
ムまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサービスに従い更新され関しては変更されていません。しての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され判決、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
f. IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連邦資金が発生する事により妨げられないのであれば、への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請。
2.

苦情を受領し、学年度中にへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され署名とプライバシー法 契約情を受領し、学年度中に報、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして

3.

特定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請し立て申し立ての申請請が以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合：
a.

子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知とプライバシー法 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され居住していない場合、地の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され住していない場合、所

b.

子供の保護者がが通ってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知

c.

ホームレスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され青年の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連絡がつ子供の保護者がく子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連絡先と通ってとプライバシー法 通って
い更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され名前の書面通知

d.

問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参に従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事実を持った生徒に含む通知む通知子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され抱えている問題の詳細、そしてえてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され詳細、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして

e.

申し立ての申請し立て申し立ての申請請時に従い更新され機関しては変更されていません。に従い更新され知られてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され及しない場合、学び決定可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 提案する場された生徒にわかる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が範囲でで
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参解決策案する場。

申し立ての申請し立てはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されMDE また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され中等について記述しなければなりません。教育機関しては変更されていません。学区の初期評価のための特別規則[Intermediate School District (ISD)]が一年以内
に従い更新され受け取り消しった生徒にもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新され限ります。
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申し立ての申請し立てを持った生徒に申し立ての申請請する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が当な努力に関する書面化事者はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されOSE へ申し立ての申請し立てを持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が際に求められる同意に応答しに従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが通う学区の初期評価のための特別規則また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。公的な配置）、
機関しては変更されていません。へ申し立ての申請請の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複写を提出する必要があります。を持った生徒に提出する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請し立ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され際に求められる同意に応答しに従い更新され役立つ子供の保護者がモデルフォームを持った生徒に開発しました生徒に。モデルフォームはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され OSE ウェブ
サイトをされた場合 でご覧いただけます 覧いただけます い更新された生徒にだ適していない子供のための保護けます (www.michigan.gov/specialeducation)。 この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されモデルフォーム
を持った生徒に使う必要はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。しかし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請し立ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され含む通知まれな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され情を受領し、学年度中に報がありま
す（公費での私立学校における一方的な配置）、1 から 4 を持った生徒にご覧いただけます 覧いただけます 下の場合は除きます。 さい更新され）。
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公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求申し立ての申請請手続きき
公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求申し立ての申請し立した教育評価て申し立ての申請請
34 CFR §300.507
概要
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され身元確認している場合。また、、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育的な配置）、プレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され FAPE の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
規定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され開始または変更する、又は無また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提案する場また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策に従い更新され関しては変更されていません。連した生徒に公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請請する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができ
ます。
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は申し立ての申請請はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され２年以内に発生した違反または、デュープロセスの根拠となる申年以内に従い更新され発生した生徒に違い反しているという事にはならりません。また、また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され根拠を残さなければならない。 とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が申し立ての申請
し立て対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が象の子供への教育の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が知った生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され知ってい更新された生徒に違い反しているという事にはならりません。また、を持った生徒に申し立ての申請し立てる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があ
ります。
上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されタイムライン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にがタイムライン州教育委員会の標準に従い更新され内で公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請請しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
適用されません。な懲戒処分の決定がなされた場合 ぜ学区がその内容を提案／拒否しているのかという理由を説明しなければなりな懲戒処分の決定がなされた場合 ら：
1. 学区の初期評価のための特別規則が申し立ての申請し立てに従い更新されおい更新されて指摘された問題が解決したと誤り伝えたため、または、された生徒に問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参が解決した生徒にとプライバシー法 誤り伝えたため、または、り伝えた生徒にた生徒にめ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され C 部であるデータを確認している場合。また、の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則があな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新されも関しては変更されていません。わらず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され情を受領し、学年度中に報を持った生徒に与えな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒にた生徒にめ。
保護者の同意への書面通知情報
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され無料の適切な公教育 また生徒にが低価リクエストをされた場合 格を含める評価基準は、学区が使用する基準と同じの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法律です。  この通知の複製はに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が及しない場合、学び決定あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが要求する事のできる法律です。  この通知の複製はした生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にか
学区の初期評価のための特別規則が公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請請した生徒に場合に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報分の決定がなされた場合 野の利用可能その他関連サービスを知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。関しては変更されていません。連サービスを持った生徒に知
らせる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。

公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求
34 CFR §300.508
概要
公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則（公費での私立学校における一方的な配置）、もしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され MDE へ公聴
会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請請し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。へ複写を提出する必要があります。を持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。申し立ての申請し立てはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 に従い更新され挙げられげられ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が全ての説明を含む通知事項を持った生徒に含む通知み、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機密に従い更新され保管される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。

ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州教育委員会の標準に従い更新され・特別教育室

ページ 29

申し立ての申請請内容
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請し立てに従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 が含む通知まれてる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります：
1. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され氏名
2. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され居住していない場合、住していない場合、所
3. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校名
4. 子供の保護者がまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され青年がホームレスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連絡先と通って情を受領し、学年度中に報とプライバシー法 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通う学校名
5. 問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参に従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事実を持った生徒に含む通知む通知提案する場また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策された生徒に行動に従い更新され関しては変更されていません。連した生徒に子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され本質の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され説
明を含む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
6. 知られてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が限りであな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則両方で実現可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 提案する場された生徒に問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決法。
公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求についての書面通知公聴会の書面通知前の書面通知に通知が求められます。求められます。
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され上記に従い更新され挙げられげられた生徒に情を受領し、学年度中に報を持った生徒に含む通知む通知公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は申し立ての申請請を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されし学
区の初期評価のための特別規則‘（公費での私立学校における一方的な配置）、また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用）が適切な公教育 に従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまで、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセスに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴
会の標準に従い更新されを持った生徒に設けられな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されことプライバシー法 があります。公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され MDE とプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。機関しては変更されていません。に従い更新され受領し、学年度中にさ
れて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請が完了します。
苦情の書面通知充足
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請を持った生徒に進めるには、十分であると判断される必要があります。公聴会のめる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され十分の決定がなされた場合 である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）を持った生徒に受領し、学年度中にした生徒に当な努力に関する書面化事者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ とプライバシー法 機関しては変更されていません。に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて受領し、学年度中にした生徒に
デュープロセス申し立ての申請請が上記要件を持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されとプライバシー法 通知しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に受領し、学年度中にしてから 15 日間以
内に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス申し立ての申請請が十分の決定がなされた場合 である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が（公費での私立学校における一方的な配置）、上記内容に関しては変更されていません。要件を持った生徒に充した生徒に）とプライバシー法 判断されます。
通知受領し、学年度中に５暦日以内に従い更新され受け取り消しった生徒に機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）が公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請が不
十分の決定がなされた場合 である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され上記要件を持った生徒にデュープロセスが満たす場合に限り、公的た生徒にすかどうか判断する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要
があり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され即座にあなたと学区へ書面において通知をしなければなりません。に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則へ書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて通知を持った生徒にしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
申し立ての申請請の書面通知修正
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新されおい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみ申し立ての申請請を持った生徒に修正する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます：
1. 他の内容に関しては変更されていません。方の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。が書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて変更を持った生徒に承認している場合。また、し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 に従い更新され説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が解決会の標準に従い更新され議を持った生徒に通して公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請を持った生徒に解決する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機会の標準に従い更新されを持った生徒に設けられてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. ALJ が変更許可を持った生徒に承諾し、デュープロセス公聴会が開始される５日前以内です。し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス公聴会の標準に従い更新されが開始または変更する、又は無される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が５日前の書面通知以内です。
申し立ての申請し立てを持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）が公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請に従い更新され変更する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決
会の標準に従い更新され議（公費での私立学校における一方的な配置）、申し立ての申請請受領し、学年度中に後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取 15 暦日以内）の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されタイムライン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 解決の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され時限（公費での私立学校における一方的な配置）、申し立ての申請請受領し、学年度中に後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取 30 日以内）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され修正
申し立ての申請請が提出された生徒に日から、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され再度開始または変更する、又は無します。
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学区の初期評価のための特別規則の書面通知公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求への書面通知応答
学区の初期評価のための特別規則が事前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：通知を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され送付してい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 事前の書面通知の書面通知書面通知 で説明を含む通知されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がよう
に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請に従い更新され含む通知まれる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事項に従い更新され関しては変更されていません。して学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請受領し、学年度中に
から 10 歴日以内に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に含む通知む通知応答を持った生徒に送らな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません：
1. 公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はで上がった生徒に行動へ学区の初期評価のための特別規則が提案する場や拒否するための対策した生徒に理由を説明しなければなりの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され説明を含む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP チームが考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が慮しなければならない。また、した生徒にオプション州教育委員会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。詳細とプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそれらが拒否するための対策された生徒に
理由を説明しなければなり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 学区の初期評価のための特別規則が提案する場また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策された生徒に行動の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 して使用した生徒に各評価リクエストをされた場合 手順、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
報告を受けるものの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され詳細。そして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
4. 学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提案する場また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策された生徒に行動に従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。要因詳細。
上記 1-4 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報を持った生徒に提供の保護者がしても、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則があな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請が不十分の決定がなされた場合 である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判
定がなされた場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に妨げられないのであれば、げられません。
その書面通知他の書面通知機関する書面化は公聴会の実施の要求の申請へ応答します公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求の書面通知申し立ての申請請へ応答します
直前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサブヘッド学区の初期評価のための特別規則の書面通知公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求の書面通知申し立ての申請請への書面通知応答 を持った生徒に除きます。 き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に受
領し、学年度中にした生徒に機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請受領し、学年度中にから 10 暦日以内に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。方の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され当な努力に関する書面化事者へ申し立ての申請請で取り消しり上げられた生徒に事項へ応答を持った生徒に
置くします。

モデルフォームの使用
34 CFR §300.509
MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請を持った生徒に容に関しては変更されていません。易にするモデルフォームを開発しました。に従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がモデルフォームを持った生徒に開発しました生徒に。MDE モデル
フォームを持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され義務ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。しかし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は
された生徒に情を受領し、学年度中に報を持った生徒に申し立ての申請請に従い更新されおい更新されて含む通知む通知必要があります。モデルフォームはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され OSE ウェブサイトをされた場合  でご覧いただけます 覧いただけます 
い更新された生徒にだ適していない子供のための保護けます (www.michigan.gov/specialeducation)。
(注意：モデルフォームの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され使用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。が申し立ての申請請の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され十分の決定がなされた場合 性に従い更新され意義を持った生徒に申し立ての申請し立てた生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ
が申し立ての申請請を持った生徒に十分の決定がなされた場合 だ適していない子供のための保護とプライバシー法 判断する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に保証しません。）

公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求の書面通知申し立ての申請請と公聴会が求められます。ペン州教育委員会 ディン州教育委員会 グしている通知場合の子供のプレースメンの書面通知子メール供に関する記録の書面通知プレースに対する保護者の同意メン州教育委員会 
トの種類
34 CFR §300.518
以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出し障害を持った子供のしつけを得る為の妥当な努力に関する書面化持った子供のしつけった子メール供に関する記録の書面通知しつけ に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されを持った生徒に除きます。 き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はが MDE へ申し立ての申請
請され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。方の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。に従い更新されより受領し、学年度中にされた生徒にら、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 州、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が同意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り解決処理期間そ
して、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 公聴会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法廷処理を持った生徒に待つ間、あなたの子供は現在の教育的プレースメントにつ子供の保護者が間、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育的な配置）、プレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 に従い更新され
い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州教育委員会の標準に従い更新され・特別教育室
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公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は申し立ての申請し立てに従い更新され公立学校への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され初期受け入れを持った生徒に含む通知む通知場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒に
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され全ての説明を含む通知プロセスが完了する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまで一般の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公立学校プログラムに従い更新されい更新されれられる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があり
ます。
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は申し立ての申請し立てが IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され C 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 から B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 へ転換している子供、そして、３歳してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され３歳歳になった際、生徒
に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 り部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合  C に従い更新され当な努力に関する書面化てはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまらな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され子供の保護者がへ IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 に従い更新され基づくサービスを持った生徒に第一に従い更新され希望に応じる必要があります。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がへ部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合  C の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。子供の保護者がが IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 に従い更新され当な努力に関する書面化てはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
まり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが子供の保護者がが特別教育とプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。関しては変更されていません。連サービスを持った生徒にまずを持った生徒に受ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され同意する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそ
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果ペン州教育委員会の標準に従い更新されディの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育とプライバシー法 関しては変更されていません。連サービスを持った生徒に異議な懲戒処分の決定がなされた場合 く提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必
要があります（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され双方がどうい更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され）。

解決プロセス手順
34 CFR §300.510
解決プロセス会議
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 関しては変更されていません。連メン州教育委員会の標準に従い更新されバーまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事情を受領し、学年度中にを持った生徒によく知る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
IEP チームの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されメン州教育委員会の標準に従い更新されバーを持った生徒に集めて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議を持った生徒に実施の要求を受領した場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。解決会の標準に従い更新され議はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実
施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はが MDE ヘ提出、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則に従い更新され受領し、学年度中にされてから 15 暦日以内に従い更新され召集されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
デュープロセス公聴会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議が実施の要求を受領した場合 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまで行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできません。ミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグ
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され代表とプライバシー法 して意思決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され代表を持った生徒に含む通知まな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。そして
2. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが弁護士の費用に従い更新され同席の私立学校において利用可能なサービス）を受領されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用を持った生徒に含む通知む通知ことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできません。
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則がミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグに従い更新され出席の私立学校において利用可能なサービス）を受領する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が IEP チームの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。連メン州教育委員会の標準に従い更新されバーを持った生徒に決定がなされた場合 します。
ミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され目的な配置）、はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され根拠を残さなければならない。 とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が事実に従い更新されつ子供の保護者がい更新されて話し言葉によって通知は翻訳されし合
い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参を持った生徒に解決できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機会の標準に従い更新されを持った生徒に設ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 です。
解決会の標準に従い更新され議はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされません：
1. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が会の標準に従い更新され議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され放棄を持った生徒に書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて同意した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 干渉 で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され基づき、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が干渉手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され同意した生徒に
場合。
決プロセス定期間
学区の初期評価のための特別規則が公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に受領し、学年度中に後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取 30 暦日以内（公費での私立学校における一方的な配置）、解決手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期間内）に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され満たす場合に限り、公的足する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
ように従い更新され解決しな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に実施の要求を受領した場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。
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最終決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 45 暦日タイムライン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が通り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され30 暦日に従い更新され調整が入れられた生徒に特定がなされた場合 
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合を持った生徒に除きます。 き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され30 暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 期限が切な公教育 れた生徒に日に従い更新され始または変更する、又は無まります。
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され双方が解決手順の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され放棄に従い更新され同意した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され干渉を持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され同意した生徒に
場合を持った生徒に除きます。 き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが解決会の標準に従い更新され議を持った生徒に欠席の私立学校において利用可能なサービス）を受領する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが次に従い更新されミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグに従い更新され出席の私立学校において利用可能なサービス）を受領する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまで解決手
順とプライバシー法 デュープロセス公聴会の標準に従い更新されに従い更新され遅れが生じます。
妥当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 努力に関する書面化とプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 努力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が解決会の標準に従い更新され議であな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され出席の私立学校において利用可能なサービス）を受領してもらえな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されとプライバシー法 学
区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決期間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 30 暦日最終日に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に破棄する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され ALJ に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はす
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 努力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場所や時間に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が双方の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され合意を持った生徒に元に従い更新され調整し
ようとプライバシー法 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され試み、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され例えば、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 通話し言葉によって通知は翻訳されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され電話し言葉によって通知は翻訳され呼び出しの詳細記録およびこれらの電話の結果。び決定出しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され詳細記録および決定これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され電話し言葉によって通知は翻訳されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果。
2. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され送られた生徒に文通とプライバシー法 受け取り消しった生徒にい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が応答の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複写を提出する必要があります。。そして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 自宅もしくは学習環境で子や職場への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訪問の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録詳細とプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訪問の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果。
学区の初期評価のための特別規則が解決会の標準に従い更新され議を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事前の書面通知通知を持った生徒に受領し、学年度中にしてから 15 暦日以内
に従い更新され開催できなかった、または解決ミーティングに参加できなかった場合、あなたはできな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決ミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグに従い更新され参加できな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ALJ へ 45
暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス公聴会の標準に従い更新されタイムライン州教育委員会の標準に従い更新され開始または変更する、又は無を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
30 暦日解決プロセス期間の書面通知調整
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて解決会の標準に従い更新され議を持った生徒に破棄する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され同意した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され45 暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセ
ス公聴会の標準に従い更新されタイムライン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され翌日から開始または変更する、又は無します。
干渉や解決会の標準に従い更新され議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され開始または変更する、又は無後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして 30 暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決期間終了前の書面通知に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて合
意できな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され45 暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されタイムライン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され翌日に従い更新され開始または変更する、又は無します。
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が干渉プロセスを持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され合意した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され30 暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決期間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され終了時に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
当な努力に関する書面化事者らはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され合意がな懲戒処分の決定がなされた場合 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまで継続きに関する全ての説明を含む通知する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおい更新されて同意する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。しかし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されどち合わせない人に対しては、通常使用すらかが干渉プロセスから退いた場合、い更新された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され45 暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセスタイム
ライン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され翌日に従い更新され開始または変更する、又は無されます。
書面における通知和解契約
紛争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決が解決会の標準に従い更新され議に従い更新されおい更新されてな懲戒処分の決定がなされた場合 された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され次の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 法的な配置）、拘束力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が契
約を持った生徒に結ぶ必要があります： 必要があります：
1. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則を持った生徒に結束する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され代表者に従い更新されよって署名された生徒にもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして
2. 強制の力に関する書面化の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州裁判所の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管轄区の初期評価のための特別規則域（公費での私立学校における一方的な配置）、この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され種の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事例を持った生徒に取り消しり扱う州裁判所）またはう州裁判所）また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
米合衆国の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され地方裁判所に従い更新されおい更新されて実施の要求を受領した場合 できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され。
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契約レビュー期間
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が解決会の標準に従い更新され議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果とプライバシー法 して合意を持った生徒に結んだ適していない子供のための保護場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されずれかの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学
区の初期評価のための特別規則）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が署名した生徒に契約を持った生徒に 3 営業日以内に従い更新され破棄する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
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公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求に対する保護者の同意する通知公聴会
公平な言語による通知聴聞会
34 CFR §300.511
概要
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請がな懲戒処分の決定がなされた場合 された生徒に時はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されつ子供の保護者がでも、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され紛争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関に従い更新され巻き込まれているあなたまなた学き込まれているあなたまなた学まれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者があな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒に学
区の初期評価のための特別規則がデュープロセスに対する保護者の同意申し立ての申請請とプライバシー法 解決プロセスに対する保護者の同意 セクション州教育委員会の標準に従い更新されで述しなければなりません。べられる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が手順に従い更新され沿って公平な 公聴会のって公平な懲戒処分の決定がなされた場合  公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
場を持った生徒に設けな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
公平行政法審判官による評価請求
少なくともな懲戒処分の決定がなされた場合 くとプライバシー法 も ALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. MDE また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されチャイルドケアに従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され従い更新され業員であってはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 り
ません。しかし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人が ALJ とプライバシー法 して奉仕し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され団体のから支払い戻しわれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめ専属するか否かという初期評価を行う事は出来ませんの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され従い更新され業
員でありません
2. 公聴会の標準に従い更新されに従い更新されおい更新されて ALJ とプライバシー法 対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が立する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され個人な懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されしプロフェッショナルな懲戒処分の決定がなされた場合 利益がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がべきではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
ありません
3. IDEA とプライバシー法  IDEA に従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が連邦とプライバシー法 州規制のの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして連邦とプライバシー法 州法廷での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解釈へ
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され知識の基礎とプライバシー法 理解がな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
4. 公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に実施の要求を受領した場合 し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決断を持った生徒に下の場合は除きます。 し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 で標準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 法律です。  この通知の複製は実務への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一貫した知識と能力がなけした生徒に知識の基礎とプライバシー法 能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ力に関する書面化がな懲戒処分の決定がなされた場合 け
ればな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
ALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用や州立公聴会の標準に従い更新され規制の運営事務所 [State Office of Administrative Hearings and
Rules（公費での私立学校における一方的な配置）、SOAHR）] の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され従い更新され業員な懲戒処分の決定がなされた場合 ど州で分の決定がなされた場合 類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公務員です。MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、SOAHR を持った生徒に通し
て）ALJ とプライバシー法 して奉仕する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が人の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され資格を含める評価基準は、学区が使用する基準と同じ申し立ての申請し立て書面においては以下の頭字語が使用される：を持った生徒に含む通知む通知リストをされた場合 を持った生徒に保持った生徒にしてい更新されます。
デュープロセスに対する保護者の同意公聴会事項
デュープロセス公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はした生徒に機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス公聴会の標準に従い更新されではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
他の内容に関しては変更されていません。方機関しては変更されていません。が同意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はで取り消しり上げられな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参を持った生徒に提起こった事柄を否定（取する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 
ができません。
公聴会要求の書面通知タイムの使用ライン州教育委員会 
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請請を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が知った生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され知っ
てい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が申し立ての申請請で取り消しり上げられた生徒に問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参を持った生徒に 2 年以内に従い更新されデュープロセスで申し立ての申請請しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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タイムの使用ライン州教育委員会 で評価する親権の書面通知例外
上記タイムライン州教育委員会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請し立てる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができな懲戒処分の決定がなされた場合 ければ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒に
に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され当な努力に関する書面化てはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまりません。な懲戒処分の決定がなされた場合 ぜ学区がその内容を提案／拒否しているのかという理由を説明しなければなりな懲戒処分の決定がなされた場合 ら、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 学区の初期評価のための特別規則がすでに従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参が解決されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが申し立ての申請請に従い更新されおい更新されて問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参提起こった事柄を否定（取した生徒にもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新され問
題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 謝って伝えたため、または、って伝えた生徒にた生徒にめ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 学区の初期評価のための特別規則が IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され C 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 であな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にへ伝える教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がべき情を受領し、学年度中に報を持った生徒に隠していたためしてい更新された生徒にた生徒にめ。

公聴会の書面通知権利
34 CFR §300.512
概要
デュープロセス公聴会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、訓練を受けなければならない。上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されを持った生徒にを持った生徒に含む通知む通知）の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 
利を持った生徒に有します。します。
1. 弁護士の費用及しない場合、学び決定また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参に従い更新され関しては変更されていません。して特別な懲戒処分の決定がなされた場合 知識の基礎やトをされた場合 レーニン州教育委員会の標準に従い更新されグを持った生徒に受けた生徒に人に従い更新され同伴う人、もしくは書き言葉を持ち合わせない人に対しては、通常使用す
され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通告を受けるものされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が。
2. 証拠を残さなければならない。 を持った生徒に示し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され証人の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され出席の私立学校において利用可能なサービス）を受領を持った生徒に対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が峙、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され反しているという事にはならりません。また、対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が尋問の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 そして教養する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が。
3. 公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最低 5 営業日前の書面通知に従い更新され機関しては変更されていません。へ開示されてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され証拠を残さなければならない。 を持った生徒に公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場に従い更新されおい更新されて持った生徒にち合わせない人に対しては、通常使用す出す
ことプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され禁止する。
4. 書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが望に応じる必要があります。めば電子上での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され逐語が使用される：的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 記録を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が。
5. 書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが望に応じる必要があります。めば電子上での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事実とプライバシー法 決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事実認している場合。また、定がなされた場合 を持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化ます。
情報の書面通知追加開示
デュープロセス公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最低 5 営業日前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され双方が公聴会の標準に従い更新されに従い更新されおい更新されて使うことプライバシー法 を持った生徒に
意図を含んだ返答しなければなりません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期日までに従い更新され完成された生徒に評価リクエストをされた場合 とプライバシー法 評価リクエストをされた場合 に従い更新され基づく推薦められた）を提供する為の合意を得る為を持った生徒に開示しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
ALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されでこの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新され従い更新されわな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。を持った生徒に他の内容に関しては変更されていません。方の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意な懲戒処分の決定がなされた場合 く評価リクエストをされた場合 また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され推薦められた）を提供する為の合意を得る為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
関しては変更されていません。連事項の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され持った生徒にち合わせない人に対しては、通常使用す出しから妨げられないのであれば、げる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
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公聴会で評価する親権の書面通知保護者の同意の書面通知権利
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利を持った生徒に有します。します：
1. 子供の保護者がを持った生徒に参列させることさせる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 
2. 公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に公に従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 。そして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 公聴会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事実とプライバシー法 決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事実認している場合。また、定がなされた場合 を持った生徒に無償で手元に置くこと。で手元に従い更新され置くことプライバシー法 。

公聴会の書面通知決プロセス定
34 CFR §300.513
行政法判決プロセスの書面通知決プロセス定
子供の保護者がが FAPE を持った生徒に受け取り消しる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がかどうかの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ALJ の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実質的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 理由を説明しなければなりに従い更新され基づき下の場合は除きます。 されます。
手続きに関する全ての説明を含む通知き上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請し立てに従い更新されおい更新されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知き上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され不備があった場合にのみ子供ががあった生徒に場合に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみ子供の保護者がが FAPE
を持った生徒に受けられな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されとプライバシー法 決断を持った生徒に下の場合は除きます。 す可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。
1. FAPE への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され危機
2. 子供の保護者がへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され FAPE 規定がなされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が意思決定がなされた場合 プロセスへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加機会の標準に従い更新されが危機に従い更新され瀕していしてい更新され
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 教育的な配置）、利益の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され剥奪
構造条項
上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が条項も ALJ が学区の初期評価のための特別規則へ IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 （公費での私立学校における一方的な配置）、34 CFR §§300.500 から 300.536 ま
で）に従い更新され基づき連邦規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知き上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新され従い更新されうよう命じることから妨げじる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 から妨げられないのであれば、げ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され規定がなされた場合 を持った生徒に解釈される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできません。
デュープロセスに対する保護者の同意公聴会への書面通知個別要求
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 （公費での私立学校における一方的な配置）、34 CFR §§300.500 から 300.536 まで）に従い更新され基づく連邦規則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知き
上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が条項もすでに従い更新され提出された生徒に公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はとプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され異な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が個別の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュー
プロセス申し立ての申請請の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提出を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にから妨げられないのであれば、げる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され解釈される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできません。
諮問委員会と一般大衆への所見および決定への書面通知所とリストの種類見および決定および決定決プロセス定
い更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が個人特定がなされた場合 可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され削除きます。 後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されMDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. デュープロセス公聴会の標準に従い更新されでの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され所見および決定および決定決定がなされた場合 を持った生徒に州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育諮問委員会の標準に従い更新されへ提出しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければ
な懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。そして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され所見および決定および決定決定がなされた場合 を持った生徒に公に従い更新されしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
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上訴
最終決プロセス定、講義、公平な言語による通知レビュ
34 CFR §300.514
公聴会の書面通知最終決プロセス定
公聴会の標準に従い更新されに従い更新され含む通知まれる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）が以下の場合は除きます。 で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がような懲戒処分の決定がなされた場合 民事訴訟に従い更新され
よって決断を持った生徒に講義する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されぞき、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス公聴会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、訓練を受けなければならない。手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され関しては変更されていません。連
する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に含む通知み）で下の場合は除きます。 された生徒に決定がなされた場合 事項はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最終的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 もの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されです。

タイムの使用ライン州教育委員会 と公聴会の書面通知利便性
34 CFR §300.515
MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 30 暦日期間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され終了後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され45 暦日以内、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサブヘッド解決プロセス期間
30 暦日の書面通知調整で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が調整期間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され終了後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取 45 暦日以内に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されことプライバシー法 を持った生徒に確実に従い更新されしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 
りません。
1. 公聴会の標準に従い更新されでの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最終決定がなされた場合 を持った生徒に行う。そして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され複写を提出する必要があります。を持った生徒に各当な努力に関する書面化事者へ郵送する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 。
ALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され上で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新されよって、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され45 暦日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され期間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別超過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否かを持った生徒に認している場合。また、める教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 が
できます。
各公聴会の標準に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にとプライバシー法 子供の保護者がに従い更新され合理的な配置）、に従い更新され都合の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され良い場所と時間において、利害い更新され日時、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場所で開催できなかった、または解決ミーティングに参加できなかった場合、あなたはされな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。

訴訟申し立ての申請請の書面通知時間制限を得る為の妥当な努力に関する書面化含む民事訴訟む民事訴訟民事訴訟
34 CFR §300.516
概要
デュープロセス公聴会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、訓練を受けなければならない。手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新され関しては変更されていません。連する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に含む通知む通知）に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が所見および決定および決定決定がなされた場合 事項に従い更新され
合意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス公聴会の標準に従い更新されで議題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 った生徒にもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして民事訴訟を持った生徒に起こった事柄を否定（取こす権とプライバシー法 利を持った生徒に有します。します。訴訟はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され紛争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され程度に従い更新され関しては変更されていません。係する記録又はな懲戒処分の決定がなされた場合 く州裁判所の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管轄区の初期評価のための特別規則域
（公費での私立学校における一方的な配置）、この書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され種の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事例を持った生徒に取り消しり扱う州裁判所）またはう権とプライバシー法 限の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州裁判所）また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され米合衆国の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され地方裁判所に従い更新されおい更新されて提起こった事柄を否定（取
されます。
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時間制限
訴訟提起こった事柄を否定（取する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にもしくはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され民事訴訟提起こった事柄を否定（取決定がなされた場合 日から 90 暦日を持った生徒に有します。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
もの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 します。
追加手続きき
い更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が民事訴訟に従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法廷はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
1. 行政手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され記録を持った生徒に受領し、学年度中にし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はに従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が追加証拠を残さなければならない。 を持った生徒に聞く。そして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 証拠を残さなければならない。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され優位性の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 を持った生徒に行い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法廷が適切な公教育 だ適していない子供のための保護とプライバシー法 判断する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が救済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のを持った生徒に付与します。
地方裁判所とリストの種類の書面通知司法権
米合衆国の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され地方裁判所はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され紛争のある部分を第三者に開示する場合、説明部分に関の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され程度に従い更新され関しては変更されていません。わらず IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 を持った生徒に基に従い更新され提起こった事柄を否定（取された生徒に訴訟を持った生徒に裁定がなされた場合 
する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が権とプライバシー法 限を持った生徒に有します。します。
ルールの書面通知解釈
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 救済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のを持った生徒に求する事のできる法律です。  この通知の複製はめる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が民事訴訟の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提起こった事柄を否定（取の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され前の書面通知を持った生徒に除きます。 い更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され米合衆国憲法、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され1990 年障害を持った生徒に持った生徒につ子供の保護者がアメリカ合衆国人法、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され1973 年リハビリテーション州教育委員会の標準に従い更新され法タイトをされた場合 ル
V（公費での私立学校における一方的な配置）、504 条）また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害を持った生徒に障害を持った生徒に持った生徒につ子供の保護者が子供の保護者がを持った生徒に保護する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。連邦法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 権とプライバシー法 利、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知
き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され救済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のを持った生徒に制の限しません。機関しては変更されていません。が IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され基で訴訟を持った生徒に提起こった事柄を否定（取した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され上で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
デュープロセス手続きに関する全ての説明を含む通知きはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が程に従い更新され使い更新されこな懲戒処分の決定がなされた場合 されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。これはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で利用できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が救済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のとプライバシー法 重複する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されを持った生徒にその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されうことプライバシー法 で
す。しかし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一般的な配置）、に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で救済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のを持った生徒に得る為の妥当な努力に関する書面化る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA（公費での私立学校における一方的な配置）、すな懲戒処分の決定がなされた場合 わち合わせない人に対しては、通常使用す、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実
施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公平な懲戒処分の決定がなされた場合 聴聞会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知き）の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれな懲戒処分の決定がなされた場合 行政的な配置）、救済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のを持った生徒に法廷へ直接行く
前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまず使用しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。

弁護士の費用の書面通知費で評価する親権用
34 CFR §300.517
概要
い更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が訴訟また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きが IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で提起こった事柄を否定（取される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが優位に従い更新され立てば、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
法廷はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され独自の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁量で合理的な弁護士の費用をあなたに付与することができます。で合理的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され付与する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 で提起こった事柄を否定（取される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が訴訟また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訴訟手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用が以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
場合に従い更新され法廷の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され独自の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁量で合理的な弁護士の費用をあなたに付与することができます。で合理的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒に州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育委期間また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用とプライバシー法 してあ
な懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用に従い更新されよって支払い戻しわれる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。(a) 法廷が取り消しる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新され足らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され非合理また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
根拠を残さなければならない。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され申し立ての申請請また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁判事件を持った生徒に提起こった事柄を否定（取した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され(b)訴訟が明を含む通知らかに従い更新され取り消しる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新され足らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され非
合理また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され根拠を残さなければならない。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 った生徒にに従い更新されもかかわらず訴訟を持った生徒に続きに関する全ての説明を含む通知けた生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
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IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され基で提起こった事柄を否定（取された生徒にい更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が訴訟また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されおい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセ
ス公聴会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁判事件への書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はがい更新されやがらせや不必要な懲戒処分の決定がなされた場合 遅延の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され発生、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訴訟や
手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒に不必要に従い更新され増加させる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がな懲戒処分の決定がなされた場合 ど不適当な努力に関する書面化な懲戒処分の決定がなされた場合 目的な配置）、であった生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法廷の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され独自の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁量で合理的な弁護士の費用をあなたに付与することができます。で州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
教育機関しては変更されていません。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用とプライバシー法 して合理的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用に従い更新されよっ
て支払い戻しわれる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
費で評価する親権用の書面通知付与
法廷が付与する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が合理的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通りです：
1. 費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がとプライバシー法 それに従い更新され関しては変更されていません。連した生徒にサービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訴訟また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されが発生した生徒にコミュニティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されー内
で一般的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 レートをされた場合 を持った生徒にもとプライバシー法 に従い更新され算出されな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。付与される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が費での私立学校における一方的な配置）、用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され計算に従い更新されボー
ナスや乗数の子供に関する記録が使用されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されけません。
2. い更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が訴訟や IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され B 部であるデータを確認している場合。また、分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されもとプライバシー法 であな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されおける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がオファー後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取に従い更新されあった生徒に
サービス手続きに関する全ての説明を含む通知き費での私立学校における一方的な配置）、用とプライバシー法 関しては変更されていません。連費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され払い戻しい更新され戻しされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができません。
a. デュープロセス公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され民事訴訟法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連邦ルールの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されルール 68 で説明を含む通知
される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知き開始または変更する、又は無の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 10 暦日以降と法令発行規約に従い更新されオファーされた生徒に場合。
b. オファーが 10 暦日以内に従い更新され受領し、学年度中にされな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合。そして
c. 法廷また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ALJ に従い更新されよってあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが獲得る為の妥当な努力に関する書面化した生徒に救済みの書面での調停同意書は、いかなる州の管轄裁判所（この種類の問題を解決する為のが解決の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されオファーよりも有します。益でな懲戒処分の決定がなされた場合 
い更新されとプライバシー法 判断した生徒に場合。
これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され制の限がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がに従い更新されも関しては変更されていません。わらず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用とプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。関しては変更されていません。連費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され和解オ
ファーの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策が妥当な努力に関する書面化だ適していない子供のための保護とプライバシー法 判断された生徒に場合に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され詞払い戻しわれます。
3. 行政手続きに関する全ての説明を含む通知きまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁判手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果とプライバシー法 してミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグが開催できなかった、または解決ミーティングに参加できなかった場合、あなたはされな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIEP チー
ムとプライバシー法 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグに従い更新され関しては変更されていません。連した生徒に費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され支払い戻しわれません。
4. 費での私立学校における一方的な配置）、用もまた生徒に以下の場合は除きます。 干渉 で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され干渉に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され支払い戻しわれません。
5. 解決プロセス会議 で説明を含む通知される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され解決ミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行政的な配置）、公聴会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法的な配置）、手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結
果とプライバシー法 して開催できなかった、または解決ミーティングに参加できなかった場合、あなたはされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されとプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が慮しなければならない。また、されず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用規定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され目的な配置）、に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が行政的な配置）、公聴会の標準に従い更新され
また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法的な配置）、手続きに関する全ての説明を含む通知きもまた生徒にその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されように従い更新され考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が慮しなければならない。また、されません。
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裁判所はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され次の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されことプライバシー法 が判明を含む通知した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され必要に従い更新され応じて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B に従い更新され基づい更新されて認している場合。また、められる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒に減額します。
1. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訴訟また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か程で、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され論議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最終的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 解決を持った生徒に不
当な努力に関する書面化に従い更新され遅らせた生徒に場合
2. 裁定がなされた場合 額の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され支給を持った生徒に承認している場合。また、された生徒に弁護士の費用の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され不合理的な配置）、に従い更新され同様に、このように再評価を行うことの拒否を追求の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されスキル、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評判、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定経
験の弁護士による同様のサービスに相当する地域社会で一般的な時給を超える場合の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され弁護士の費用に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が同様に、このように再評価を行うことの拒否を追求の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されサービスに従い更新され相当な努力に関する書面化する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が地域社会の標準に従い更新されで一般的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 時給を持った生徒に超える教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合
3. 訴訟また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訴訟手続きに関する全ての説明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され性質を持った生徒に考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が慮しなければならない。また、する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、やされた生徒に時間および決定提供の保護者がされた生徒に法務サービ
スが過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か度であった生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
4. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にを持った生徒に代表する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が弁護士の費用が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が通り適正手続きに関する全ての説明を含む通知請求する事のできる法律です。  この通知の複製は通知に従い更新されおけ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 情を受領し、学年度中に報を持った生徒に学区の初期評価のための特別規則に従い更新され提供の保護者がしな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の書面通知実施の要求の書面通知要求.
た生徒にだ適していない子供のための保護し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訴訟の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最終的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 解決また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され訴訟の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され進めるには、十分であると判断される必要があります。公聴会の行を持った生徒に不当な努力に関する書面化に従い更新され遅らせた生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知き規定がなされた場合 に従い更新され基づく違い反しているという事にはならりません。また、があった生徒にとプライバシー法 裁判所が判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁判
所はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒に減額する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されできません。
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障害を持った子供のしつけを得る為の妥当な努力に関する書面化持った子供のしつけつ子メール供に関する記録を得る為の妥当な努力に関する書面化処分する場合の手続きする通知場合の子供のプレースメンの書面通知手続きき
学校職員の書面通知権限
34 CFR §300.530
ケースに対する保護者の同意バイケースに対する保護者の同意で評価する親権の書面通知決プロセス定
学校職員はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され次の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規律です。  この通知の複製はに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が要件に従い更新され従い更新されって行われた生徒にプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
行動規範に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が障害を持った生徒に持った生徒につ子供の保護者が子供の保護者がに従い更新され適してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がかどうかを持った生徒に判断する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が際に求められる同意に応答しに従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されケースバイケース
で独自の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され状況において子供の評価を追及しない場合、学を持った生徒に考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が慮しなければならない。また、する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 があります。
概要
彼らが障害のない子供たちにもそのような行動をとる限り、学校職員は、らが障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され子供の保護者がた生徒にち合わせない人に対しては、通常使用すに従い更新されもその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 行動を持った生徒にとプライバシー法 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校職員はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され10 登校日 までに従い更新され連
続きに関する全ての説明を含む通知して生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動規範に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がを持った生徒に適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 暫定がなされた場合 的な配置）、代替教育施の要求を受領した場合 設、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され別の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され施の要求を受領した場合 設
へ引き離しき離ししまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一時停止するさせる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。学校職員はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離ししがプレースメン州教育委員会の標準に従い更新され
トをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更を持った生徒に構成しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され違い法行為の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され別々の事件のために、同じ学年度に連続しての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事件の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新された生徒にめに従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同じ学年度に従い更新され連続きに関する全ての説明を含む通知して 10 登校
日まで子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され追加の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離ししを持った生徒に課すことは出来ません。すことプライバシー法 ができます（公費での私立学校における一方的な配置）、 以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され定がなされた場合 義に従い更新されつ子供の保護者がい更新されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒処分する場合の手続きについ
ての書面通知引き離しき離しし を持った生徒に参照の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されことプライバシー法 ）。
同じ学年で障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がが現在 10 登校日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され間、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 から引き離しき離しされた生徒に場
合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学年の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以降と法令発行規約の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離しし日に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され サービスに対する保護者の同意 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新され必要な懲戒処分の決定がなされた場合 範囲ででサービスを持った生徒に提供の保護者がし
な懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
追加の書面通知権限
生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動規範に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、した生徒に行動が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され表れではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 く（公費での私立学校における一方的な配置）、下の場合は除きます。 記表明の判定の書面通知判定を持った生徒に参照）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒
処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更が連続きに関する全ての説明を含む通知して 10 学日 を持った生徒に超える教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校職員はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され子供の保護者がとプライバシー法 同じ方法で同じ
期間、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に適用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。た生徒にだ適していない子供のための保護し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 サービスに対する保護者の同意で説明を含む通知する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 おり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新されサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP チームはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 サービス
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新された生徒にめの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され暫定がなされた場合 的な配置）、代替教育施の要求を受領した場合 設を持った生徒に決定がなされた場合 します。
サービスに対する保護者の同意
現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 先と通ってから除きます。 外された生徒に障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がに従い更新され提供の保護者がしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されサービスはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
暫定がなされた場合 的な配置）、代替教育施の要求を受領した場合 設で提供の保護者がされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合があります。
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同様に、このように再評価を行うことの拒否を追求に従い更新され引き離しき離しされた生徒に障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され子供の保護者がに従い更新されサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学年度の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 10 登
校日 以下 に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 先と通ってから除きます。 外された生徒に障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がに従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみサービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
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必要があります。ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新された生徒にめに従い更新され引き離しき離しさせられた生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され生徒にへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
サービスを持った生徒に必要とプライバシー法 しません。
障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がで、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 から 10 登校 日以上引き離しき離しされてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
条件を持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にす必要があります。
1. 子供の保護者がが一般教育カ合衆国リキュラムに従い更新され参加し続きに関する全ての説明を含む通知ける教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれに従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめに従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育サービスを持った生徒に
受け続きに関する全ての説明を含む通知け、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP に従い更新され定がなされた場合 められた生徒に目標を持った生徒に達成する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめに従い更新され前の書面通知進めるには、十分であると判断される必要があります。公聴会のする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 。および決定
2. それが再び決定起こった事柄を否定（取こらな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されように従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動違い反しているという事にはならりません。また、に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が処する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され設計されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ的な配置）、行動評
価リクエストをされた場合 [Functional Behavioral Assessment (FBA)]、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動介入サービスとプライバシー法 その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され修正を持った生徒に適宜
受け取り消しる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 。
障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同じ年度の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 10 登校日、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 から引き離しき離しされ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離し
き離ししが連続きに関する全ての説明を含む通知 10 登校日以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合 および決定 引き離しき離ししがプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合（公費での私立学校における一方的な配置）、下の場合は除きます。 
記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され定がなされた場合 義を持った生徒に参照）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校職員はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され少なくともな懲戒処分の決定がなされた場合 くとプライバシー法 も 1 人の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され先と通って生とプライバシー法 相談しながら、どの程度のしな懲戒処分の決定がなされた場合 がら、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されどの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され程度の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
サービスが必要か 他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され状況において子供の評価を追及しない場合、学ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がが一般教育カ合衆国リキュラムへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され参加を持った生徒に継続きに関する全ての説明を含む通知し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP に従い更新され
示された生徒に目標を持った生徒に達成する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめに従い更新され前の書面通知進めるには、十分であると判断される必要があります。公聴会のする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 。
引き離しき離ししがプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合（公費での私立学校における一方的な配置）、下の場合は除きます。 記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され定がなされた場合 義を持った生徒に参照）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP チームはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
子供の保護者がが一般教育カ合衆国リキュラムに従い更新され引き離しき続きに関する全ての説明を含む通知き参加できる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新されする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 サービスを持った生徒に決定がなされた場合 し
ます。
表明の判定の書面通知判定
生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動規範に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、した生徒にた生徒にめに従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 を持った生徒に変更する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 が決定がなされた場合 され
てから 10 登校日 以内に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、10 登校日以下の場合は除きます。 で、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され引き離しき離ししであ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合を持った生徒に除きます。 く）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定 IEP チームの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。連メン州教育委員会の標準に従い更新されバー（公費での私立学校における一方的な配置）、保護者および決定学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 
に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が）はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教師の観察、およびによって提供される関連情報を含む、生徒のの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され観察、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定に従い更新されよって提供の保護者がされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が関しては変更されていません。連情を受領し、学年度中に報を持った生徒に含む通知む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
ファイル内の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されすべての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。連情を受領し、学年度中に報を持った生徒に確認している場合。また、する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
1. 問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 ってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が行為が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がもの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され直接また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されかな懲戒処分の決定がなされた場合 りの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。係する記録又はまた生徒に
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されがある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合
2. 問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動が学区の初期評価のための特別規則が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP を持った生徒に実施の要求を受領した場合 できな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒にことプライバシー法 に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が直接の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果であった生徒に場
合
学区の初期評価のための特別規則、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され親、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP チームの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。連メン州教育委員会の標準に従い更新されバーが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこれらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され条件の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されずれかが満たす場合に限り、公的た生徒にされて
い更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現れである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
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学区の初期評価のための特別規則、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され親、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP チームの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。連メン州教育委員会の標準に従い更新されバーが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動が学区の初期評価のための特別規則に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が IEP の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
失敗の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され直接の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され結果である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこれらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され欠陥を是正するために直ちに行動をを持った生徒に是正する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめに従い更新され直ち合わせない人に対しては、通常使用すに従い更新され行動を持った生徒に
起こった事柄を否定（取こす必要があります。
行動が子供の障害の現れであるという決定が求められます。子メール供に関する記録の書面通知障害を持った子供のしつけの書面通知現れで評価する親権ある通知という決定決プロセス定
学区の初期評価のための特別規則、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定 IEP チームの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され関しては変更されていません。係する記録又は者がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行為が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され顕在化である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断した生徒に
場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIEP チームはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され次の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されずれかを持った生徒に行う必要があります。
1. プレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 変更の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され原因とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が行動が発生する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が FBA を持った生徒に実施の要求を受領した場合 してい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限
り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されFBA を持った生徒に実施の要求を受領した場合 し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が行動介入計画 [Behavioral Intervention Plan (BIP)]
を持った生徒に実施の要求を受領した場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. BIP がすでに従い更新され開発されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され BIP を持った生徒に確認している場合。また、し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され必要に従い更新され応じて修正して動作に対に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
処します。
特殊事情 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新され記述しなければなりません。されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合を持った生徒に除きます。 き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され親とプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が BIP の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一環とプライバシー法 しての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプ
レースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 変更に従い更新され同意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がを持った生徒に引き離しき離しされた生徒にプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 先と通ってに従い更新され戻しす必要
があります。
特殊事情
行動が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され兆候であったかどうかにかかわらず、次の場合、学校職員は最大であった生徒にかどうかに従い更新されかかわらず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され次の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校職員はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最大 45 日の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
間、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にを持った生徒に暫定がなされた場合 的な配置）、代替教育施の要求を受領した場合 設（公費での私立学校における一方的な配置）、子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP チームが決定がなされた場合 ）に従い更新され引き離しき離しすことプライバシー法 ができます。
1. 武器を持った生徒に学校に従い更新され持った生徒に参する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され敷地内、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され MDE また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管轄下の場合は除きます。 に従い更新されあ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学校機能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれで武器を持った生徒に持った生徒にってい更新された生徒に場合
2. 違い法薬物に委託している場合。を持った生徒に故意に従い更新され使用が疑われているまたは使用している、あるいは学校、学校の敷地われてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され使用してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され敷地
内、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されMDE また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管轄下の場合は除きます。 に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され職場で、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規制の物に委託している場合。質の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され販売を販売または勧誘を持った生徒に販売を販売または勧誘また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され勧められるような人物。誘
を持った生徒に行ってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合
3. 学校に従い更新されい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が間、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され敷地内、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され MDE また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管轄下の場合は除きます。 に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が学校の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され職場で他の内容に関しては変更されていません。
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人に従い更新され重大な懲戒処分の決定がなされた場合 傷害を持った生徒に与えた生徒に場合
定義

規制の物に委託している場合。質 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規制の物に委託している場合。質法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され第 202 条（公費での私立学校における一方的な配置）、c）の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され付則の元、保障措置手続きに関する全ての説明を含む通知 I、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されII、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIII、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIV、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され V に従い更新され基づい更新されて特定がなされた場合 され
た生徒に薬物に委託している場合。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され物に委託している場合。質を持った生徒に意味します。します（公費での私立学校における一方的な配置）、21 U.S.C. 812（公費での私立学校における一方的な配置）、c））。

違い法薬物に委託している場合。 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規制の物に委託している場合。質を持った生徒に意味します。します。た生徒にだ適していない子供のための保護し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され認している場合。また、可された生徒にヘルスケア専門家の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され監督の下で合法的の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で合法的な配置）、
に従い更新され所有します。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され使用されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連邦法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で
合法的な配置）、に従い更新され所有します。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され使用されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が管理物に委託している場合。質はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され含む通知みません。
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重大な懲戒処分の決定がなされた場合 損害 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されアメリカ合衆国合衆国法典第 18 章第 1365 条第 h 項の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、3）項の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され「学区」には、公立学校アカ重大な懲戒処分の決定がなされた場合 身体の傷
害」とプライバシー法 い更新されう用語が使用される：の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され意味します。を持った生徒に持った生徒にち合わせない人に対しては、通常使用すます。（公費での私立学校における一方的な配置）、別紙や他のメディア（もしくはその両方）を通して通知されなければならない。特別教育や A を持った生徒に参照の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されことプライバシー法 。）

武器 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されアメリカ合衆国合衆国法典第 18 章第 930 条第 1 項（公費での私立学校における一方的な配置）、g）の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され第（公費での私立学校における一方的な配置）、2）項の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で「学区」には、公立学校アカ危険な武器」な懲戒処分の決定がなされた場合 武器」
とプライバシー法 い更新されう用語が使用される：を持った生徒に与えられた生徒に意味します。を持った生徒に持った生徒にち合わせない人に対しては、通常使用すます。（公費での私立学校における一方的な配置）、別紙や他のメディア（もしくはその両方）を通して通知されなければならない。特別教育や A を持った生徒に参照の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されことプライバシー法 。）

通知
生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動規範に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、した生徒にた生徒にめに従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が引き離しき離ししを持った生徒に決定がなされた場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
日に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 を持った生徒に保護者に従い更新され通知し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され保護者に従い更新され保障措置通知を持った生徒に提出する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。

懲戒処分する場合の手続きについての書面通知引き離しき離しし
34 CFR §300.536
以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がを持った生徒に現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 から引き離しき離しすことプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースに対する保護者の同意メ
ン州教育委員会 トの種類の書面通知変更 です。
1. 引き離しき離ししが 10 日以上続きに関する全ての説明を含む通知けて行われる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまたは公聴会の実施の要求の申請へ応答します
2. 以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され理由を説明しなければなりに従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパターン州教育委員会の標準に従い更新されを持った生徒に構成する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が一連の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離ししの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が象の子供への教育とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 った生徒に場合。
a. 一連の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離ししはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され1 学年で合計 10 登校日を持った生徒に超える教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が。
b. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一連の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離ししが行われた生徒に以前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され事件の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動とプライバシー法 ほぼ同じで同じで
ある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
c. 各引き離しき離しし（公費での私立学校における一方的な配置）、removal）の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され長さ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが引き離しき離しされた生徒に合計時間、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定引き離しき離し
しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され間隔などの追加の要因。な懲戒処分の決定がなされた場合 どの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され追加の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要因。
引き離しき離ししの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパターン州教育委員会の標準に従い更新されがプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更を持った生徒に構成する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がかどうかはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則に従い更新されよって個別に従い更新され決定がなされた場合 
され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され異議を持った生徒に申し立ての申請し立てられた生徒に場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 手続きに関する全ての説明を含む通知および決定司法手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が審査の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が象の子供への教育とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 りま
す。

設定の書面通知決プロセス定
34 CFR § 300.531
IEP チームはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースに対する保護者の同意メン州教育委員会 トの種類変更、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され追加権限、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別な言語による通知事情 に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が引き離しき離ししの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新された生徒にめの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され暫定がなされた場合 的な配置）、代
替教育施の要求を受領した場合 設を持った生徒に決定がなされた場合 しな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
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上訴
34 CFR § 300.532
概要
障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され親はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 に従い更新され同意しな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適正手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が聴聞会の標準に従い更新されを持った生徒に要請する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめに従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請し立てる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます（公費での私立学校における一方的な配置）、上記参照）。
1. これらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され分の決定がなされた場合 野の利用可能その他関連サービスを知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 に従い更新され基づい更新されて行われた生徒にプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が決定がなされた場合 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 上記に従い更新され記載しなければならない。 した生徒に表明を含む通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され判定がなされた場合 
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され維持った生徒にが子供の保護者がまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人々の事件のために、同じ学年度に連続してに従い更新され怪我をさせる可能性が高を持った生徒にさせる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性が高
い更新されとプライバシー法 判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は（公費での私立学校における一方的な配置）、上記参照）を持った生徒に提出して適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 プロセスに従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が公聴会の標準に従い更新され
を持った生徒に依頼する権利。できます。
学校職員の書面通知権限
公平行政法審判官による評価請求 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され小の州の苦情手続き見および決定出しの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 に従い更新され記述しなければなりません。されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が要件を持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にす ALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されデュープロセス公聴
会の標準に従い更新されを持った生徒に行い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 を持った生徒に下の場合は除きます。 さな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。ALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に行うことプライバシー法 ができます。
1. 学校職員の書面通知権限 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され項に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が要件に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、した生徒にとプライバシー法 判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行
動が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され兆候であったかどうかにかかわらず、次の場合、学校職員は最大である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法  ALJ が判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がを持った生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが引き離し
き離しされた生徒に場所に従い更新され戻しすことプライバシー法 
2. ALJ が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され現在の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 を持った生徒に維持った生徒にする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人々の事件のために、同じ学年度に連続してに従い更新され怪我をさせる可能性が高を持った生徒にさせ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性が実質的な配置）、に従い更新され高い更新されとプライバシー法 判断した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され45 日以内に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメ
ン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され変更を持った生徒に適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 暫定がなされた場合 的な配置）、代替教育施の要求を受領した場合 設とプライバシー法 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がよう命じることから妨げ令する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 
学区の初期評価のための特別規則が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がを持った生徒に元の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場所に従い更新され戻しすとプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がや他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され人々の事件のために、同じ学年度に連続してに従い更新され怪我をさせる可能性が高を持った生徒にさせる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性が高い更新されとプライバシー法 確信できる場合、以下を電子メールによって受け取してい更新され
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこれらの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され聴聞会の標準に従い更新され手続きに関する全ての説明を含む通知きを持った生徒に繰り返すことがあります。り返すことプライバシー法 があります。
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保護者また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則がその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 聴聞会の標準に従い更新されを持った生徒に要請する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒にめに従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請し立てる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 き
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されい更新されつ子供の保護者がでも、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合を持った生徒に除きます。 き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定出し、デュープロセスに対する保護者の同意クレームの使用、デュープロセスに対する保護者の同意クレームの使用
に関する書面化する通知公聴会 に従い更新され記載しなければならない。 された生徒に要件を持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にす審問を持った生徒に開催できなかった、または解決ミーティングに参加できなかった場合、あなたはしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 らな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。
1. MDE はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され迅速な懲戒処分の決定がなされた場合 デュープロセス公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に手配し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこれはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されが要請された生徒に日から 20
登校日以内に従い更新され行われ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新され後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取 10 登校日以内に従い更新され決定がなされた場合 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があり
2. 両親とプライバシー法 学区の初期評価のための特別規則が会の標準に従い更新され議の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され放棄に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：で同意する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され調停を持った生徒に使用する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 に従い更新され同意する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が場合を持った生徒に除きます。 
き、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され解決会の標準に従い更新され議はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され申し立ての申請し立ての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知を持った生徒に受けてから 7 日以内に従い更新され行われ
る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に受領し、学年度中にしてから 15 日以内に従い更新され問題があり、適応される州法下により権利が認められていない限り、参が両当な努力に関する書面化事者の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
満たす場合に限り、公的足に従い更新され解決されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公聴会の標準に従い更新されを持った生徒に続きに関する全ての説明を含む通知行する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
適法手続きに関する全ての説明を含む通知きに従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が早期審問での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され最終的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 もの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されですが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され「学区」には、公立学校アカ訴訟を持った生徒に起こった事柄を否定（取こす期間を持った生徒に含む通知む通知民事訴
訟」の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され項に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 おり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され審問に従い更新され関しては変更されていません。与する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が機関しては変更されていません。（公費での私立学校における一方的な配置）、あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則）が民事訴訟を持った生徒に起こった事柄を否定（取
こすことプライバシー法 ができます。

上訴中のプ上訴中レースメントの書面通知プ上訴中のプ上訴中レースメントレースに対する保護者の同意メン州教育委員会 トの種類
34 CFR §300.533
上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されように従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され親また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が懲戒処分の決定がなされた場合 に従い更新され関しては変更されていません。連して公聴会の標準に従い更新されの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され実施の要求を受領した場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はを持った生徒に申し立ての申請し立てた生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子
供の保護者がはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、親とプライバシー法  MDE また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則が別段の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され合意を持った生徒にしな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され限り）聴聞官の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され決定がなされた場合 がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまで、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
見および決定出し「学区」には、公立学校アカ学校職員の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 限」で規定がなされた場合 され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がい更新されずれか早い更新されほうの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離しし期間の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され満たす場合に限り、公的了
まで、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され暫定がなされた場合 的な配置）、代替教育施の要求を受領した場合 設に従い更新され留まる必要があります。まる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。

特殊教育および決定関する書面化連サービスにはまだ適していない子供のための保護サービスに対する保護者の同意には公聴会の実施の要求の申請へ応答しますまだ適していない子供のための保護適していな言語による通知い子メール供に関する記録の書面通知ための書面通知保護
34 CFR §300.534
概要
子供の保護者がが特殊教育および決定関しては変更されていません。連サービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され受給資格を含める評価基準は、学区が使用する基準と同じがある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断されず、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動規範に従い更新され違い反しているという事にはならりません。また、し
た生徒にが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され原因とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が行動が子供の保護者がが障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 が発生する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
（公費での私立学校における一方的な配置）、以下の場合は除きます。 で決定がなされた場合 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され）知ってい更新された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取子供の保護者がはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されこの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が保護の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
い更新されずれかを持った生徒に主張を州の苦情として提出すする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
懲戒処分する場合の手続きに関する書面化する通知知識の基礎の書面通知基礎
学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され原因とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が行動が発生する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されう
知識の基礎を持った生徒に持った生徒にってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 見および決定な懲戒処分の決定がなされた場合 さな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
1. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され親はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 教育機関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され監督の下で合法的また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され管理職員、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教師の観察、およびによって提供される関連情報を含む、生徒のに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
特別教育および決定関しては変更されていません。連サービスを持った生徒に必要とプライバシー法 してい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に書面においては以下の頭字語が使用される：で懸念を表明しました。を持った生徒に表明を含む通知しました生徒に。
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2. 親はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B に従い更新され基づく特別教育および決定関しては変更されていません。連サービスの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され受給資格を含める評価基準は、学区が使用する基準と同じに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が評価リクエストをされた場合 
を持った生徒に要求する事のできる法律です。  この通知の複製はしました生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
3. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され先と通って生、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則職員はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが示す特別な懲戒処分の決定がなされた場合 行動パターン州教育委員会の標準に従い更新されに従い更新されつ子供の保護者がい更新されての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され具体の的な配置）、
な懲戒処分の決定がなされた場合 懸念を表明しました。を持った生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育長また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され監督の下で合法的職員に従い更新され直接表明を含む通知しました生徒に。
例外
以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 知識の基礎を持った生徒に持った生徒にってい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され見および決定な懲戒処分の決定がなされた場合 されません。
1. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され親はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 を持った生徒に許可してい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されか、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特別教育サービスを持った生徒に拒否するための対策してい更新されます。 また生徒に
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 子供の保護者がはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B に従い更新され基づく障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されとプライバシー法 判断されました生徒に。
知識の基礎の書面通知基盤がない場合に適用される条件が求められます。な言語による通知い場合の子供のプレースメンに適用される通知条件
子供の保護者がに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして懲戒処分の決定がなされた場合 を持った生徒に行う前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒処分する場合の手続きに関する書面化する通知知識の基礎の書面通知基礎 および決定例外 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されような懲戒処分の決定がなされた場合 見および決定出しに従い更新され
書かれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新され学区の初期評価のための特別規則が子供の保護者がが障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されう知識の基礎を持った生徒に持った生徒にってい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者が
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同等について記述しなければなりません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動を持った生徒にしてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され子供の保護者がに従い更新され適用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が懲戒処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が象の子供への教育とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性がありま
す。
た生徒にだ適していない子供のための保護し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが懲戒処分の決定がなされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が象の子供への教育とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が期間内に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 を持った生徒に求する事のできる法律です。  この通知の複製はめられた生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され迅速
に従い更新され行われな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。
評価リクエストをされた場合 が完了する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がまで、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校当な努力に関する書面化局への照会および行動に従い更新されよって決定がなされた場合 された生徒に教育上の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 に従い更新され留まる必要があります。まり、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
これに従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され教育サービスな懲戒処分の決定がなされた場合 しでの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され一時停止するまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され追放を持った生徒に含む通知めます。
学区の初期評価のための特別規則に従い更新されよって行われた生徒に評価リクエストをされた場合 からの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されおよび決定保護者から提供の保護者がされた生徒に情を受領し、学年度中に報を持った生徒に考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が慮しなければならない。また、して、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子
供の保護者がが障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がである教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され懲戒要件を持った生徒に含む通知む通知、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパー
トをされた場合  B に従い更新され従い更新されって特別教育および決定関しては変更されていません。連サービスを持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。

法執行機関する書面化および決定司法当な努力に関する書面化局への照会および行動への書面通知照会および決定行動が子供の障害の現れであるという決定
34 CFR §300.535
IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に行い更新されません。
1. 障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がが犯した違反についての書面した生徒に犯した違反についての書面罪を機関が適切な当局に報告することを禁止すること、またを持った生徒に機関しては変更されていません。が適切な公教育 な懲戒処分の決定がなされた場合 当な努力に関する書面化局への照会および行動に従い更新され報告を受けるものする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に禁止するする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒に
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
2. 州法の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され執行および決定司法当な努力に関する書面化局への照会および行動が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がが犯した違反についての書面した生徒に犯した違反についての書面罪を機関が適切な当局に報告することを禁止すること、またに従い更新され対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が連邦法および決定州法
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され適用に従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が責任を持った生徒に行使する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に禁止するする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 
記録の書面通知送付
学区の初期評価のための特別規則が障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がに従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が犯した違反についての書面罪を機関が適切な当局に報告することを禁止すること、またを持った生徒に報告を受けるものした生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され次の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されことプライバシー法 を持った生徒に行い更新されます。

ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州教育委員会の標準に従い更新され・特別教育室

ページ 48

1. 子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特殊教育および決定懲戒記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されコピーが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され政府機関しては変更されていません。が犯した違反についての書面罪を機関が適切な当局に報告することを禁止すること、またを持った生徒に報告を受けるものした生徒に当な努力に関する書面化局への照会および行動に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が検討
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新された生徒にめに従い更新され送信できる場合、以下を電子メールによって受け取される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がように従い更新されしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。 そして
2. FERPA で許可されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が範囲で内での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されみ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特殊教育および決定懲戒記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されコピーを持った生徒に送
信できる場合、以下を電子メールによって受け取する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 ができます。
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公費で評価する親権の書面通知私立した教育評価学校で評価する親権の書面通知子メール供に関する記録の書面通知両親による通知一方的な配置の条件な言語による通知配置の書面通知条件
概要
34 CFR §300.148
学区の初期評価のための特別規則があな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され FAPE を持った生徒に利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれに従い更新されし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが私立学校また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され施の要求を受領した場合 設に従い更新され子供の保護者がを持った生徒に送る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 
を持った生徒に選択した場合、都合の良い場所と時間において、利害した生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B ではアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され私立学校また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され施の要求を受領した場合 設での書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され特殊教育
および決定関しては変更されていません。連サービスを持った生徒に含む通知む通知教育費での私立学校における一方的な配置）、を持った生徒に学区の初期評価のための特別規則に従い更新され支払い戻しう必要はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されありません。た生徒にだ適していない子供のための保護し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され私立学校がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
学区の初期評価のための特別規則に従い更新されはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され規定がなされた場合 に従い更新され基づき、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され34 CFR §300.131 から 300.144 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で両親に従い更新されよって私
立学校に従い更新され置かれた生徒に子供の保護者がに従い更新され関しては変更されていません。する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が規定がなされた場合 に従い更新されよって特別な懲戒処分の決定がなされた場合 教育ニーズを理解する為の適切な是正処置を含む、適切なサービスを提供できなかっがある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が人口の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され中に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者が
が含む通知まれてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が必要があります。
私立した教育評価学校への書面通知プレースに対する保護者の同意メン州教育委員会 トの種類の書面通知ための書面通知払い戻しい戻しし
あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 限の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で以前の書面通知に従い更新され特殊教育および決定関しては変更されていません。連サービスを持った生徒に受けてい更新されて、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが
学区の初期評価のための特別規則の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され同意また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され紹介な懲戒処分の決定がなされた場合 しに従い更新され私立幼稚園、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され小の州の苦情手続き学校、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され中学校に従い更新され入学する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に選択した場合、都合の良い場所と時間において、利害した生徒に場
合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁判所また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ALJ はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機関しては変更されていません。が FAPE を持った生徒に子供の保護者がに従い更新され提供の保護者がしてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されとプライバシー法 裁判所また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ALJ が判断し
た生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され登録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され前の書面通知に従い更新され適時に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され登録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され払い戻しい更新され戻しすよう機関しては変更されていません。に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製はする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 が
できます。その書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 が MDE や学区の初期評価のための特別規則に従い更新されよって提供の保護者がされる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が教育に従い更新され適用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が州の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
を持った生徒に満たす場合に限り、公的た生徒にさな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合でも、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されALJ また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁判所はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 が適切な公教育 である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 判断する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が
かもしれません。
払い戻しい戻ししの書面通知制限
上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され段落に記載されている払い戻しの費用は、減額または却下される可能性があります。に従い更新され記載しなければならない。 されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が払い戻しい更新され戻ししの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され減額また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され却下の場合は除きます。 される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。
1. もしも（公費での私立学校における一方的な配置）、a）あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが公立学校からあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され引き離しき離しし前の書面通知に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが出席の私立学校において利用可能なサービス）を受領した生徒に最新
の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IEP ミーティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されン州教育委員会の標準に従い更新されグで、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが懸念を表明しました。を持った生徒に表明を含む通知し、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公費での私立学校における一方的な配置）、で私立の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学校に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がを持った生徒に入
学させる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 い更新されうあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され意図を含んだ返答しなければなりません。を持った生徒に述しなければなりません。べる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒に含む通知め、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され FAPE を持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がた生徒に
めに従い更新され学区の初期評価のための特別規則に従い更新されよって提案する場された生徒にプレースメン州教育委員会の標準に従い更新されトをされた場合 を持った生徒に拒否するための対策してい更新された生徒に場合、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され (b）公立学校
からあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がが連れ去られる前の少なくともられる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され少なくともな懲戒処分の決定がなされた場合 くとプライバシー法 も 10 営業日（公費での私立学校における一方的な配置）、営業日に従い更新され起こった事柄を否定（取こる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が休日を持った生徒に含む通知
む通知）、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にがその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され情を受領し、学年度中に報に従い更新されつ子供の保護者がい更新されて学区の初期評価のための特別規則に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：に従い更新されよる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が通知を持った生徒にしな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合
2. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にが公立学校からあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がを持った生徒に引き離しき離しさせる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が前の書面通知に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され学区の初期評価のための特別規則があな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子
供の保護者がを持った生徒に評価リクエストをされた場合 する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が意図を含んだ返答しなければなりません。がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がことプライバシー法 を持った生徒にあな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され事前の書面通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され書面においては以下の頭字語が使用される：通知でした生徒にが、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され評価リクエストをされた場合 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新された生徒にめに従い更新され子供の保護者がを持った生徒に
利用可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれに従い更新されしな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒に場合。または公聴会の実施の要求の申請へ応答します
3. あな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され行動が不合理である教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 裁判所が判断した生徒にとプライバシー法 き。
しかし、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され払い戻しい更新され戻ししの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され費での私立学校における一方的な配置）、用はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
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1. 以下の場合は除きます。 の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され提供の保護者がを持った生徒に怠ってはなりません。った生徒にた生徒にめに従い更新され減額また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され拒否するための対策されてはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 りません。（公費での私立学校における一方的な配置）、a）
学校があな懲戒処分の決定がなされた場合 た生徒にに従い更新され通知を持った生徒に出すことプライバシー法 を持った生徒に妨げられないのであれば、げた生徒に。 （公費での私立学校における一方的な配置）、b）上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知を持った生徒に提供の保護者がする教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が責任の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され通知を持った生徒に受
けてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。 また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、c）上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要件を持った生徒に順守り又はいかなる他の公聴する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され身体の的な配置）、危害を持った生徒にもた生徒にらす可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ
性があります。 そして
2. 裁判所また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され ALJ の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され裁量で合理的な弁護士の費用をあなたに付与することができます。に従い更新されより、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され次の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され場合に従い更新され両親が必要な懲戒処分の決定がなされた場合 通知を持った生徒に提供の保護者がしな懲戒処分の決定がなされた場合 かった生徒にことプライバシー法 に従い更新され
対する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がして減額また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され却下の場合は除きます。 されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新されことプライバシー法 （公費での私立学校における一方的な配置）、a）親が読み書きができない、または英語で書くみ書きができな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され英語が使用される：で書く
ことプライバシー法 ができな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され。 また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され（公費での私立学校における一方的な配置）、b）上記の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され要求する事のできる法律です。  この通知の複製は事項を持った生徒に順守り又はいかなる他の公聴する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され子供の保護者がに従い更新され重大な懲戒処分の決定がなされた場合 精神的な配置）、危害
を持った生徒にもた生徒にらす可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性があります。

多数の子供に関する記録派時代における親権の譲渡における通知親権の書面通知譲渡
34 CFR §300.520
障害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が生徒にが大多数の子供に関する記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され年齢に達している場合は、その子供の同意を得（公費での私立学校における一方的な配置）、法定がなされた場合 後から取り下げまでに起こった事柄を否定（取見および決定人が裁判所に従い更新されよって任命じることから妨げされてい更新されな懲戒処分の決定がなされた場合 い更新され場合はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されミシガ
ン州教育委員会の標準に従い更新され州で 18 歳になった際、生徒）に従い更新され達する教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者がとプライバシー法 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され公的な配置）、機関しては変更されていません。はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され IDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で必要な懲戒処分の決定がなされた場合 通知を持った生徒に学生とプライバシー法 親の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され両方に従い更新され
提供の保護者がしな懲戒処分の決定がなされた場合 ければな懲戒処分の決定がなされた場合 りません そして、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されIDEA の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されパートをされた場合  B の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され下の場合は除きます。 で親に従い更新され与えられた生徒にすべての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
学生に従い更新され譲渡します。親に従い更新され与えられた生徒にすべての書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され権とプライバシー法 利はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され過した後、参加機関が情報の変更を行うべきか否か半数の子供に関する記録の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され年齢に達している場合は、その子供の同意を得に従い更新され達した生徒に、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されそして成人また生徒に
はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され未成年の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され連邦、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され州、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され地元の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され矯正施の要求を受領した場合 設に従い更新され収容に関しては変更されていません。されてい更新される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が生徒にに従い更新されも譲渡されます。
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添付資料 A - 連サービスにはまだ適していない子供のための保護邦の定義の書面通知定義
重大な言語による通知損害を持った子供のしつけ
18 U.S.C. 1365(h)]
3. 「学区」には、公立学校アカ重大な懲戒処分の決定がなされた場合 損害」とプライバシー法 い更新されう用語が使用される：はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され以下の場合は除きます。 を持った生徒に含む通知む通知身体の傷害を持った生徒に意味します。します。
(A) 重大な懲戒処分の決定がなされた場合 死亡リスク、リスク、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
(B) 極度の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され肉体の的な配置）、痛み、み、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
(C) 長引き離しく明を含む通知らかな懲戒処分の決定がなされた場合 外観不良い場所と時間において、利害、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
(D) 身体の部であるデータを確認している場合。また、位、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され臓器、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され精神的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 教員の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され長期に従い更新されわた生徒にる教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が喪失また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され障害、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され
そして
4. 「学区」には、公立学校アカ怪我をさせる可能性が高」とプライバシー法 い更新されう用語が使用される：はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され 以下の場合は除きます。 を持った生徒に意味します。します。
(A)

切な公教育 り傷、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され擦り傷、あざ、やけど、または外観の劣化、り傷、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されあざ、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されやけど、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され外観の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され劣化、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され

(B)

肉体の的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 痛み、み、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され

(C)

病気、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され

(D)

身体の部であるデータを確認している場合。また、位、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され臓器、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され精神の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され機能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ障害。 また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され

(E)

どんな懲戒処分の決定がなされた場合 に従い更新され一時的な配置）、な懲戒処分の決定がなされた場合 もの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されでも身体のへの書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され他の内容に関しては変更されていません。の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され傷害。

武器
18 U.S.C. 930(g)
（公費での私立学校における一方的な配置）、2）「学区」には、公立学校アカ危険な武器」な懲戒処分の決定がなされた場合 武器」とプライバシー法 い更新されう用語が使用される：はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され長さ 2 1/2 イン州教育委員会の標準に従い更新されチ未満たす場合に限り、公的の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され刃を持つポケットナイフを除くを持った生徒に持った生徒につ子供の保護者がポケットをされた場合 ナイフを持った生徒に除きます。 く
死また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され重大な懲戒処分の決定がなされた場合 損害の書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新された生徒にめに従い更新され使用される教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されその書類はアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され原因とプライバシー法 な懲戒処分の決定がなされた場合 る教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が可能な全ての保証措置手続きに関する説明が含まれ性がある教育を考える連邦法であり、障害を持つ子供の保護者が武器、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され装置、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され器
具、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され材料の適切な公教育 、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新されまた生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され物に委託している場合。質、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され生物に委託している場合。また生徒にはアクセシビリティの基準の為、ミシガン州教育委員会の標準に従い更新され無生物に委託している場合。を持った生徒に意味します。します。
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