
Gunn Connection  
 
カレンダー 
12月9日（土） 
午後６時半、Esther’s German Bakeryでフレシュマン保護者ネットワークミーティ

ング 
 
12月11日（月） 
午後４時、スタッフラウンジにてサイト議会 
 
12月13日（水） 
午後７時半、PALY、PACでオーケストラ・ガンジャズバンドのコンサート 
 
12月14日（木）〜12月18日（月） 
復習日、Calendarを見てください 
 
12月18日（月） 
午後６時、 Infinite Campus二学期のスケジュールを掲載 
 
12月19日（火）〜12月21日（木） 
期末試験　詳細と校時変更はCalendarを見てください 
火：Periods B, D, Zero, & H 
水：Periods A,C, & G 
木：Periods E & F 
 
12月22日（金）〜1月5日（金） 
冬休み 
 
1月8日（月） 
休校日 
 
1月9日（火） 
登校日　9年生から12年生 

 
GUNN 
オープンマイク 
１２月８日　午後七時から九時　Gunn Little Theater 
毎年恒例のGunnオープンマイクが午後七時から九時にGunn Little Theater で今年も開催されます。

得られた資金はYCS (Youth Community Service) の春休みに行われるティフアナ旅行に投資されま

す。入場時渡されるくじ引き券でPanda ExpressやDriftwoodなどのギフトカードを当てましょう！ 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mofAYRkfgM9Q_xf5R-7jDAYrzpdcRnBy9kH-J3MZIdxTd1Yf9EMVQAnjXpd_b5rWH-oOIxiNI7A-br1Y_AmamwY69_XE6Tnw9f8ykqsueUvPxfG9V9vlU8Boc2oGfa-mWy03WD3L06Tz9Vi3uSU7CrdEOc_OiEdltksVsLWNDVg64knyihban6Tdt8bVlaiwQsW01IUflooGYaFrZONNqZBPBa4yTmNI&c=QSbyUH4WIWtunFWcmiNs31tMis_nE1722uz8T5OdrtZnmcQ7TDy8uA==&ch=6BGcgYHo7v58A3u-0dTPTFJNMmvUQHmVqMNqblMzWcGZqS5iYB9fig==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001r3LfqukE97KfFCkN7DVAEOKM5hCNWHVubtfIJMftwnNv6z2hixe6qUAyhEtKeQXb51zBxrqJ36tG1E12R_v0bGvCTm6EMAsiq6Rr674AUyHXMkJ_bfcDnsGR-NwJXg8evkQB9kjqchbay31rPHEU7W0E5t22nRSO75yQBVi_jYSHGGXmmMrbgI2xf7IC5JVDNRstkURVAW0d7727A0NdZQ==&c=aEUfTv_SFmeLjPrmSiPXmc1qokjf1h6Wy98P18N40JFrJvuFjfDnmQ==&ch=aNR5x2R1nuku9qf_BHRuVCEo_QxWJdkN20H5QZrPQDaK-ItfkLy2YA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mofAYRkfgM9Q_xf5R-7jDAYrzpdcRnBy9kH-J3MZIdxTd1Yf9EMVQAnjXpd_b5rWH-oOIxiNI7A-br1Y_AmamwY69_XE6Tnw9f8ykqsueUvPxfG9V9vlU8Boc2oGfa-mWy03WD3L06Tz9Vi3uSU7CrdEOc_OiEdltksVsLWNDVg64knyihban6Tdt8bVlaiwQsW01IUflooGYaFrZONNqZBPBa4yTmNI&c=QSbyUH4WIWtunFWcmiNs31tMis_nE1722uz8T5OdrtZnmcQ7TDy8uA==&ch=6BGcgYHo7v58A3u-0dTPTFJNMmvUQHmVqMNqblMzWcGZqS5iYB9fig==


フレッシュマン保護者親睦会（追加日程） 
１２月１０日日曜日　午後六時半から八時　Esther's German Bakery, 987 N San Antonio Rd, Los 
Altos 
次回のミーティングも１２月１０日午後六時半から八時にEsther's German Bakery, 987 N San 
Antonio Rd, Los Altosで開催されます。お飲み物やパンなどをお買い上げいただけます。フレッシュ

マンのお子様の親御様は是非ご参加ください。 
 
オーケストラ＆Gunnジャズバンドコンサート 
１２月１３日水曜日　午後七時半　Palo Alto High School PAC 
Gunnオーケストラとジャズバンドのコンサートが開催れます。エドヴァルド・グリーグのPeer Gynt 
Suiteをオーケストラが、そしてデューク・エリントンのアレンジなどをジャズバンドが演奏しま

す。チケット：Gunnバンド＆オーケストラにお子様をお持ちの家族（最大四人まで）、学校のIDを

お持ちの方、１２歳以下のお子様は無料で入場していただけます。その他の方は入場前にチケットを

５ドルでお買い求めください。 
 
期末期間スナックの配布ボランティアの募集 
12月19日〜21日、火曜日〜木曜日　午前9時から10時半　 
期末試験期間の12月19日から21日の間に、生徒たちにスナックを配布するボランティアを

募集しています。サインアップされる方は www.tinyurl.com/GunnFinalTestingSnacks2017
　まで。クリームチーズベーグル、バナナ、オレンジ、ミルクなどを配布します。グルテン

フリーのベーグルも配布します。9時から10時の間に準備をし、10時10分から25分の間に配

布し、10時25分から30分の間に片付けをします。ご協力よろしくお願い致します。 
Paul Sakuma and Nancy Smith 
PTSA 
 
ファイナルウィークのTitanカフェへのご父兄のみなさまのボランティアについて 
場所：スタッフラウンジ 
日付：12/19 (火) 7:30-8:30 am (準備) 7:30am ~12:30 pm (オープン時間)  
　　　12/20 (水) 7:30-8:30 am (準備) 7:30am ~ 2:30 pm  (オープン時間)  
＊登録用紙はもう少々お待ち下さい＊ 
 
GunnのTitanカフェのサポートを１２月１９日、２０日にしていただけるご父兄の方々はい

らっしゃいますでしょうか？ウェルネスセンターではスタッフラウンジを使ってファイナル

ウィークにスタッフの皆さまが快適な椅子に座って、リラックスできる音楽やおいしいお

茶、コーヒー、そしてお菓子とともにくつろげる空間を用意しようと考えています。Titan
カフェの開催時に、ぜひみなさまにも食べ物を持ってきていただけたらと思います。 
 
必要なもの 
＊新鮮なフルーツ 
＊ヨーグルト 
＊グラノーラ 
＊ゆで卵 
＊卵料理 
＊焼き菓子（スコーン、クロワッサン、ベーグル） 
＊ナッツ、ドライフルーツ 
＊ダークチョコレート 
 
 

https://maps.google.com/?q=987+N+San+Antonio+Rd,+Los+Altos&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=987+N+San+Antonio+Rd,+Los+Altos&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=987+N+San+Antonio+Rd,+Los+Altos&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=987+N+San+Antonio+Rd,+Los+Altos&entry=gmail&source=g
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001mofAYRkfgM9Q_xf5R-7jDAYrzpdcRnBy9kH-J3MZIdxTd1Yf9EMVQAnjXpd_b5rWaHKTZ_TU-hWdS1n9BzpqajXEFvbb6HA-5dqSMo9HWquQSRsCGOKrxDRxX9YW_9BD5Q5FPB2_UWe1OsjTFQDAl_pxgBU1PFKMpuC3Yprip6SNgBF123-Bm-Qt5nUIA9WKDutKn1yn3UQIJZu5piOZeKsaEr2XOFNeygq_5f2T4oK4HwZLLA40yLlHuTa9742t&c=UnuSVclmzrTFBncOQk1HkK3CmXaZcCAsy69d2i8_PMualVHRS1--SQ==&ch=-kfqoBPIXnC7H8hvOECNegYwmDx0YkORjrIT26bVxwGtvLXWYiN2oQ==


バスをご利用するみなさまへ -- 新年度！新運賃！新サービス！ 
VTAは２０１８年１月１日から新しい運賃とサービスを開始いたします。すべてのコ

ミュニティーバスのルートは普通のバスのルートとなります。つまり、現在コミュニ

ティーバスであるVTA８８を利用している生徒の方は運賃が＄０．７５から新ルートの

運賃である＄１．００へと変更になります。こちらがすべてのルートの新しい運賃表で

す。 
 

青少年運賃 現在 新 

Single Ride $1.75 $1.00 

Community Bus $0.75 無くなります 

Light Rail Excursion Pass $3.50 $2.00 

Day Pass $5.00 $3.00 

Monthly Pass $45.00 $30.00 

Summer Youth Pass $75.00 $60.00 

Prepaid 12-Month Pass $495.00 $330.00 

 
１月１日から始まり、ClipperとEZfareの運賃は２時間有効で、VTAバスとライトレール

間の無料での送迎も含まれます。快速バスにおいてはいくつかの例外がありますのでご

確認ください。１２月、１月に行われる奉仕活動にぜひご参加いただいて、無料で

Clipperをゲットしましょう！奉仕活動や新しい運賃の詳細はこちらのサイトでご確認い

ただけます。Gunn SACで販売しているバスのマンスリーチケットの値段は２０１８年１

月より、一ヶ月あたり１５ドルへ値下がりとなります！ 
 
Facebook にてAAR 創造力プログラム開催中！ 
Advanced(発展） Authentic（真正） Research （研究）と他のAARプログラムによって

支援されているクラスが何をやっているか覗いてみましょう！私たちの Facebook ページ

　ではGunnとPalyで開催されているイベントと生徒・卒業生たちをハイライトしていま

す。AARのことをもっと知りたい場合はこちらまでご連絡くださいaar@pausd.org  
 

 
 
前回の記事より： 
ChipotleでGunn水泳、ダイビング募金活動 
12月10日日曜日　午後4時から8時　 Chipotle, 2675 El Camino Real, Palo Alto　 
Chipotleで開催するGunn水泳、ダイビングチームの募金活動に是非ご参加ください。 

http://www.vta.org/getting-around/2018-fares
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https://maps.google.com/?q=2675+El+Camino+Real,+Palo+Alto&entry=gmail&source=g


 
日時：12月10日日曜日　午後4時から8時　 
場所：Chipotle at 2675 El Camino Real in Palo Alto ( California Aveと Oregon Expy/Page 
Mill Rdの間) 
 
Chipotleでお支払いをしていただく際、この flyer をスマートフォンで提示、もしくはプ

リントアウトしていただくと、お支払金額50％が寄付されます。ご協力お願いします！ 
 
Gunn Foundation 創立５０周年記念への支援について (1968-2018)  
創立５０周年記念キャンペーンを開始するにあたり、Gunnの生徒への奨学金サポートに

ぜひ力を貸してください！2018年春、大勢のシニアが奨学金に応募します。みなさまの

寄付はどんな金額であっても私たちの活動の大きな支えになります！これらの奨学金は

生徒たちが大学の学位を取得するための授業料、教科書代、交通費、そしてその他の費

用を払うのを大いに手助けします。 
 
このホリデーシーズンにぜひ Gunn Foundation への寄付をお考えください。 $25, $50, 
$100, $500または他の金額でもかまいません。 
私たちは501(c)(3) 非営利団体です(Tax ID: 94-6182158) 
オンライン寄付: http://gunnfound.org/donate/ または”Gunn Foundation”宛てのチェック  
住所: Gunn Foundation, 780 Arastradero Road, Palo Alto, CA 94303  
詳細: www.gunnfound.org  
連絡先: info@gunnfound.org  
Facebook: www.facebook.com/GunnFoundation  
 
９つの雨降り時の自転車のポイント 
日が短くなり寒くなるにつれて学校周辺での交通渋滞が増えています。どの季節にも安

全に自転車を乗るためのポイントやビデオをぜひご覧ください。 
”９つの雨降り時の自転車のポイント” https://youtu.be/Derm0w9viac 
 
１２年生募金活動：California Pizza Kitchen  
Gunnの皆様、Palyの皆様も、今週California Pizza Kitchenにきてシニアのクラスをサ

ポートしてくださったみなさん、本当にありがとうございました。私たちは素晴らしい

売り上げとたくさんの皆さまの熱意と寛大さに感謝いたします。シニアクラスのみん

な、Grad Night Communityの皆様も、どうもありがとうございました！ 
 

Gunn Athletics  
ガンスポーツブスターズは再びクロスカントリーのJoyce Sheaさんを表彰しま

す。これで5回目の表彰です。行けタイタン! 

 
前回の記事より： 
Gunnスポーツブスターズは今週の名誉の選手を表彰します。クロスカントリーの

Joyce Sheaさんと 水球のAdrian Leeさんです。素晴らしい、行けタイタン！ 
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PAUSD & PTAC 
＊＊NEW＊＊学区長からの週刊メッセージ（12月1日金曜日） 
Karen Hendrickの週間報告をInfinite Campus で受信できなかった場合のために、ここに

原文を再投稿しています。 
”Dr. Suess からのお言葉　”なぜ日がくれるのがこんなに早くなったのでしょう？確実に

日は短くなっており、夜の訪れが早くなりました...”  続きを読む 
 
＊＊NEW＊＊幼児教育：なぜ総合的な未来に必要なのか？ 
12月11日月曜日、11:30AM〜1PM、Mitchell Park Community Center, El Palo Alto Rm, 3700 
Middlefield Rd 
The League of Women Voters of Palo Altoがあなたを今年の冬季ランチ会に招待しています。この

イベントには全国から高く称賛を受け、幼児教育のリーダでもあるスタンフォード大学教授の

Deborah Stipekも参加することとなっております。Stipek教授は教育大学院のJudy Koch教授であ

り、スタンフォード大学Hass Centerの公共サービス学部町でもあります。 
メニュー：梨、クルミと旬の野菜サラダ、煎り根野菜のポットパイ(クランベリーとりんごソー

ス）。 
ベジタリアン（リクエストに応じてグルテンフリーも用意しております）、＄35。出欠返事は

http://bit.ly/2jnKFtz から12月8日まで、もしくはチェックをpayableに12月8日まで：LWVPA3921 
E. Bayshore Rd., Palo Alto 94303.　質問がある場合はこちらまでメールを：

sigridkp@yahoo.com 
PTAC,Congregation Beth Am, Avenidas, Strong Start, an initiative of the Santa Clara County Office 
of Education, Education Committee of the LWVs of Santa Clara County, AAUW of Palo Alto, and 
LWVs of Los Altos-Mountain View, San Jose-Santa Clara, and South San Mateo County により共

同支援を受けています。 
 
PAUSDの地区コントロールと説明責任プラン(LCAP): 第二顧問グループミーティング 
12月4日(木曜日), 5-7 PM, PAUSD District Office, Board Rm (SDC), 25 Churchill Ave, Palo Alto 
このミーティングでは学区のデータの見直し、利害関係者からの意見を聞くことができます。 
*PAUSD LCAP ウェブサイト： https://goo.gl/EPvdGF 
*保護者の皆様へのLCAP案内（学区データ）： https://goo.gl/p8VcuW 
スペイン語翻訳をご用意しております。 
 
CAC　休暇中歓迎お茶会 (無料） 
12月15日(金曜日), 8:30 - 10AM, Lucie Stern Community Center 
1305 Middlefield Rd, Palo Alto 
特別な支援を必要としている子供を育て行く上、保護者にとっては課題なるチャレンジ

が待ち構えています。そのため、自分自身の身をいたわることはとても大切なことで

す。そこで私たちは朝食バフェ、健康関連の抽選、学区長アシスタントLena Conawayの
プレゼンを含む歓迎お茶会を開催することにいたしましたので、是非ご参加ください。

このイベント内のプレゼンの内容は全生徒、特に特別支援学級生徒たちの平等、アクセ

ス、健康、安全などとなっております。Ms.ConwayはPAUSDの新しいリーダーの一人で

あり、学区長アシスタント戦力的運営/率先者として特別支援学級、カウンセリング、生

徒達の健康を監督しています。チャイルドケアは用意しておりませんが、お子様達もご

参加いただけます。スペイン語翻訳も用意しています。このイベントはPalo Alto 
Community Advisory Committee for Special Educaiton and the Palo Alto Council of PTAs 
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が開催したものです。質問等ある場合はこちらに連絡してください。

paloaltocac@gmail.com。参加/不参加の報告はして頂けると助かりますが、必須ではあり

ません。サインアップ 
 
 
2018 Palo Alto 中国新年祭（2018年3月4日） 
ポスター作品は2018年1月12日まで 
ポスターコンテスト：こちらのイベント開催者は全てのPAUSD生徒がポスターコンテストに参加

するよう呼び求めております。このコンテストの出品作は、2018 PA 中国新年祭パンフレットの

表紙を飾ることとなっております。ポスターは8.5インチx 11インチから 12 インチx 18インチ、白

紙(線なし)、画材（絵の具、クレヨンなど）の使用が可能です。ポスターには “2018 Palo Alto 
Chinese New Year Fair” と課題の”戌年”を含み、名前、学年、学校名、メールアドレスを裏に記載

してください。2018年1月12日までに作品をMitchell Park Library のフロントデスクに提出してく

ださい。出品作はこの行事で飾られる場合があります。当行事はPalo Alto Chinese Parent Club, 
Palo Alto Communityに務めるNPO法人、PTA議会からの共同支援を受けています。 
 
 

Community 
**NEW**年次BayLUG Holiday LEGO®ショー 

１２月８から１月１４まで(金)(土)(日)11am-3:45pm, Museum of American Heritage, Frank 
Livermore Learning Center, 351 Homer Ave, Palo Alto 

Museum of American Heritage (MOAH)は今年もLEGO® User Group's (BayLUG)とBay Area 
LEGO® Train Club's (BayLTC) Annual Holiday LEGO®のホリデーポップアップショーを開催しま

す。BayLUGとBayTLCはいろいろなホリデーシーンを発表します。魅了的なミニチュアの電車、

街などの飾り物を見に来てください。ディスプレーは毎年違うものを展示しています。入場はお

一人様あたり＄３現金でお支払いください。 BayLUGとMOAHの会員の方々はただです。ミュー

ジアムは１２月２４日、クリスマスイブに閉まります。 

前回の記事より： 
シリコンバレー男子合唱団オーディション 
１２月８日(金)　予約　 600 Homer Ave, Palo Alto 
１月学期は合唱団オーディションはPalo Alto (600 Homer Aveの近くにあるリハーサルの

場所で行います。２年生から５年生の男子対象。中高生の方は高レベルのオーディショ

ンに参加できます。メールはこちらinfo@svboychoir.orgサイトはこちら

http://svboychoir.org  
 
Anderson & Roe のパロアルトチャンバーオーケストラホリデー狂想劇 
12月16日（土）午後３時、12345 El Monte Rd, Los Altos Hillsにて 
ピアニストGreg AndersonとElizabeth Joy RoeがPACOと共にエネルギッシュな演奏をお

届けします。バッハとビゼーのカルメンを演奏します。プログラムはコレッリのクリス

マスコンチェルトととチャイコフスキーのくるみ割り人形を含みます。5つ全てのPACO
とパシフィックバレエアカデミーが共演。チケットはwww.pacomusic.org（オーケスト

ラ後席＄20、オーケストラ正面席＄30）団体割引は１０枚から。詳細： 
info@pacomusic.org か (650) 856-3848 
 
今までのコミュニティ記事をご覧になりたい場合はこちらまで。 
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