
カレンダー 
 
最新のイベント情報についてはガン高校のカレンダーとWebサイトを参照してください。 
 
１０月１２日　＊新しい日付け 
午後４時〜午後５時半　サイトカウンシルミーティング 
１０月１５日 
午前９時　PTSAミーティングと校長からの最新情報 
１０月２１日 
午後７時半から　ガンスポーツブースターミーティング 
１０月２７日 
ガンファウンデーションのGott's Dine-Out 
１１月６日 
クラス変更をして成績証明書に表示されない最終日 
 
＊イベントの日時は、この発行日現在のものであり変更される場合があります。最新の情報はガンカレンダーをご確認

ください。カレンダーの修正、または追加についてはMartha Elderonにお問い合わせください。 
 
＊＊NEW＊＊画材を袋に詰める保護者のボランティアが必要です！ 
１０月１４日（水）〜１０月の１６日（金）午前１０時〜１２時と午後１〜３時の二時間シフト 
こちらでサインアップして下さい。 
ガンの学部のVisual and Performing Arts (VAPA)はパロアルト学区の小学生のために４７００個の画
材を袋に詰めるボランティアを募集しています。曜日は水曜日、木曜日、金曜日（１０月１４日から

１６日）です。皆さんのご協力のおかげで生徒にスペクトルアートレッスンのための画材を配ること

ができます。場所はパロアルトハイスクールのThe Perry Family Centerにあるメインジムです。近く
の駐車場に許可証なしに停める事ができます。コロナ感染予防のため、外で距離を空け、１袋につき

１人のみ接触するよう作業します。消毒プロトコルは整っており、手袋と消毒液が用意されていま

す。マスクを着用し、動きやすい格好で、帽子と飲み物をご用意ください。この作業では、歩いた

り、立ったり、しゃがんだりします。質問のある方はVAPAの秘書Emily Marshall（
emarshall@pausd.org）にお問い合わせください。ご協力ありがとうございます。 
 
Gamble ガーデンとカボチャのデコレーション 
10月24日（土）午前10時から11時　zoomにて 
今年はTrick or Treatがなくてお子さん悲しんでいませんか？  
楽しい事をしましょう。インドのアート、mehndiを使ってカボチャのデコレーションを習いま
しょう。このライブzoomクラスはmehndiアーティスト、Priti Aggarwalが教えます化学製品やダ
イを使ってないヘナペーストを使ってハロインパンプキンをデザインしましょう。 カービング
は必要ありません。生徒一人$40です。８歳から１８歳が対象年齢ですが家族全員できてくださ
い。必要な用品（カボチャ、ヘナ）は私たちが用意します。パロアルトのGamble Gardenで必
要を貰えます。今日登録！！ 
 
**NEW** バーチャル恐怖ハロウィンフェアー 
10月25日（日）午後１時から３時半　オンライン 
一緒にパロアルトの午後、小さいクラスでやってるハロウィンがテーマのフェアーにきてくだ

さい。様々な事が学べます：ヨガ、シェフから料理の技術、地元の農業の見学、休日雑談、森

を火事から直す方法、もっとデモもあります。 
コスチュームを着てハロウィンを楽しみましょう！ 
新しい事を習う、自分の体験を話す、コミュニティーに参加する。お返事をする場合は

transitionpaloalto@gmail.comに連絡お願いします。全ての年齢が楽しめます。 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscM8vSXwxOk8uWQg1znCkpJfPypGCW5SjTE_rbii855pzfelT2KTfUkT8yaiIWniqu_cbWR0T-pvjJwnYTmRz2EhDXeQZvp2_4ii2Rg5UbZus5RIdaPOng4E=&c=lYaCbFMkcDK0NdnXS1lKfYR_tGGRnsUa4rapLICOHxlH_BNJtSMjNg==&ch=wVspl7vzIkjNnfUZ_I4G-enouNpgjr0haay6fOajfFUlusNHIOWjAQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b2fsn5I5-U158uzLX8BjG6r4S_hAAwH8LMc-d2RxvvEOJTW0QN1oC34Zds33I38XDduM0xdyBYbhKOS9l1VDHFs_g74kWccT5vziKltdiWMBbeCccimpf3eA_OGOOrpFpoV87gg6fnqvjLDQetkqo6-nRj7YsjCIXFN4yA10hyemQMY_ZjHLhL6aDxcRpLWW&c=IPrNNk8TOCF3nsjaYdWdy8NYwL2mftVu1KctJdkobNOe59lImsS-cQ==&ch=5TmItmopmsUe8QhBeqKHj_UQ8AMv-CL6uGo2huRonhITmVeUVFfG1g==
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アップデートグリーンヒント！自分の食器を知りましょう 
リサイクル可能、堆肥化可能、環境に優しい使い捨て食器、例えば、プラスチック製品、コッ

プ、器具、そしてストローはなどでも今はとても環境に悪影響です。以下のものは一回使って

捨てるように作られています。こちらをクリック食器の問題に取り組む方法について...Kahoot
ゲームもあります！ 
 
**NEW** Gunn PTSA の録音記録 
Gunn PTSA の会議とオンラインセミナーからの録音記録は UpToUs Gunn Parent Community 
にアーカイブの保存されています。ご覧になりたい方は、Gunn PTSA のウェブサイトで 
”Parent Resources" から PTSA recordings をみてください。 
今あるPTSAの録音記録 

● ９月３０日　１１年生カウンセリングオンラインセミナー 
● ９月３０日　１１年生カウンセリングオンラインセミナー 
● ９月３０日　１１年生カウンセリングオンラインセミナーのノート 
● ９月２９日   校長先生 Wendy Strattonさんとの校長先生のチャット 
● ９月２４日   教育委員会の候補者の会議 
● ９月２３日   １０年生カウンセリングオンラインセミナー 
● ９月２３日   ９年生カウンセリングオンラインセミナースライド 
● ９月２２日    Linda Kirschさんとのジュニア保護者ミーティング 
● ９月１８日    Lisa Hallさんとの９年生保護者ミーティング 

 
UPDATED カウンセリング課の資料 
こちらは、９月３０日に行われた１１年生保護者ナイトのカウンセリング課のノートです。１

１年生と１２年生の保護者ナイトのビデオはカウンセリングウェブサイトにのっています。

Titan Planning Guideは、Gunnカウンセリングの大学とキャリアプラン二ングのためのガイド
で、ダウンロードできます。リマインダー、AP テストの申し込みはもう始まっています。
GunnのAPテストは、Gunn生徒が優先されています。みなさんの質問はTitan Talkやカウンセリ
ング課のヌースレター（毎週日曜日）に乗っているので、読み忘れないでください。 
 
UPDATED　芸術は多次元 
芸術に携わると前向きな考え方になり、自身がもてます。そして、記憶と集中両区が良くなり

ます。PiEは、小中高の学校のSpectra Artsとアートの洗濯授業を支援します。＄１でも助かり
ます。寄付か、PIEにもっと詳しく。 
 
**NEW**教育長からのメッセージ 
10月9日（金）の教育長からのメッセージをこちらからお読み下さい。 
PAUSD教育委員会会議の過去の議事録 
 
**NEW**インフルエンザの予防接種を受けることは今年特に重要です。 
今年は2つの深刻な呼吸器系ウイルスが蔓延しているため、自分自身と家族をできる限り保護するこ
とが特に重要です。インフルエンザの予防接種が利用できるようになりました。季節性インフルエン

ザの予防接種について、かかりつけの医師または薬剤師に相談してください。インフルエンザワクチ

ンに関するCDCメッセージはこちら。 
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** NEW **ティーンエイジャーの仕事の経験 
求人情報については、パロアルトのセーフルート委員会の「学生連絡」などの機会について、当社の

Webサイトにアクセスしてください。私たちは、パロアルトの自転車計画の更新と歩行者および自転
車諮問委員会（PABAC）の支援を行う高校生を募集しています。 2020年10月から2022年5月までの
間、ボランティアの機会があります。ご連絡はこちらまで（saferoutes@cityofpaloalto.org.）PAUSD
の仕事を基調にした学習の詳細については、連絡先：Work Experience（WEEP）教師：
rkaci@pausd.org、Rachael Kaci とPAUSD学生就労許可までお寄せ下さい。 
 
教育の公平性とアクセスに関する教育委員会候補者フォーラム：達成ギャップと特殊教育 
10月17日（土）午後3時〜午後5時 
このイベントは、PTAカウンシル（PTAC）、パロアルト特殊教育コミュニティ諮問委員会（CAC
）、ラテン系保護者ネットワーク（LPN）、および学生の成功のための保護者支持の会（PASS）が
共同で後援しています。 
こちらからウェビナーに参加してください。パスコード：510864 
またはiPhoneのワンタップ：+ 16669006833、、85142925155＃,,,,,, 0＃,, 510864＃または+ 
14086380968、、85142925155＃,,,,,, 0＃,, 510864＃ 
または電話でダイヤルイン：+1 669 9006833または+1408 638 0968ウェビナーID：851 4292 5155
パスコード：510864　ご質問は、 
paloaltocac@gmail.comまたな　council@paloaltopta.org６ までお問い合わせください 
 
10月12日から毎週1回、PAUSDの食事配達のためのボランティアを募集しています。 
10 月 12 日から、地区では毎週 1 日約 50 人の生徒に昼食を届ける必要があります。1日8人のボ
ランティアが必要になると思われますので、週に1回以上のシフト（10-10:30の間にガンから昼
食を受け取り、小学校の昼食時間が早いのですぐに配達する）をご検討ください。サインアッ

プシートはこちらをご覧ください。他のお友達、ご近所の方、PTAメンバーの方、保護者の方も
お申し込みいただけます。 
 
UPDATED ガンPTSAのボランティア 
ガンPTSAは、イベントや活動の計画に力を入れています。これまで以上に、ガンのスタッフや
学生と協力して、ガンのコミュニティを強化し、バーチャルでも対面でも、安全に協力してい

ます。それぞれの活動を計画したり、サポートしたりするための柔軟なチームを作るために、

皆様のご協力をお願いします。ZoomやEメール、対面でのボランティアでも、数分でも数時間
でも、私たちはあなたのための役割を用意しています。学内でのボランティア活動は、学校の

健康と安全のためのプロトコルを遵守します。私たちのコミュニティをより強くするために「

GunnTogether」している私たちのチームの一つに参加するために、ここにサインアップしてく
ださい。 
 

** NEW **パロアルト初のBSAガールスカウトに参加しよう 
Scouts BSA（旧ボーイスカウト）初の女子専用部隊として2018年2月に始動したパロアルトのTroop 
4057が、11-17歳の女子学生を募集しています。スカウトプログラムは、リーダーシップ育成、市民
教育、人格形成、体力強化 
を目的とした野外活動とミーティングで構成されています。活動は、学校がある期間の毎週水曜に

行っています。現在、2020年秋と2021年春の両方で新規登録を受付中です。ご興味のある方はDavid 
Kimにメールでお問合せください。 詳細は、www.Troop57.net,および
www.scouting.org/programs/scouts-bsa/.をご覧ください。 
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** NEW ** ボランティア活動、学習、ネットワーキングならYCSへ 
オープンハウス紹介ビデオはこちら - https://youtu.be/jMYxXR-PEDc 
Youth Community Service（YCS）は、PAUSDの学生にボランティア活動、学習、ネットワーキング
の機会を提供しています。最近行われたオープンハウスの様子を録画したビデオでは、YCSスタッフ
が運営・サポートするオンラインプログラムを紹介しています。これまでと同様、YCSは、PAUSD
内にある中学校・高校それぞれのニーズに応じたプログラムを提供しています。ご質問はAshleyに
メールでどうぞ。 
 
「学資援助について知っておくべきこと」ウェビナー 
10月に複数回、午後6時 
スタンフォード大学資援助オフィスのスタッフが、高校生とその保護者を対象に「学資援助について

の基本情報」と題したウェビナーを開催します。ウェビナーでは、シニアの学生とその保護者向け

に、大学学資援助プログラムの申請プロセスについて解説します。 また、FAFSAを提出する際の注
意点もお話しする予定です。ジュニア、ソフモアの学生やその保護者も参加できます。参加ご希望の

方は、以下リンク先で登録ください。 
10月14日水曜日　午後6時 - リンク 
10月22日木曜日　午後6時 - リンク 
10月27日火曜日　午後6時 - リンク 
 
**NEW** リモート授業中の特別教育の権利についてのワークショップ 
10月24日（土）午前10時から午後12時 
zoomはこちら特別教育権利のワークショップ 
ミーティングID:  979 2531 8745 パスワード：003019 
無料。このワークショップではIEP手順における特別教育の基本を説明します。リモート授業の
解決策や提案についても話します。このワークショップではIEPゴール、宿泊施設と保護者私の
権利について話します。質問に答える時間も設けられています。 
これは Palo Alto CAC(cacpaloalto.org), 提供者：シニア論者、Venessa Ochaのカリフォルニア
障害権利、そしてPTACがまとめています。 
 
**NEW** 10月は失読症啓発月間です 
読み書きが苦手ですか？５人に１人の生徒が学習困難を経験していますが、診断がおりている

生徒はごく一部です。読む力は人生を変えます。 
● 失読症とは何か？ Understood.org 
● 読みに苦労をしている生徒の手助けとなる戦略を学びましょう。ウエビナーに参加しま

しょう：失読症の生徒への正しい指導の仕方とはどのようなものか：10月8日のウエビ
ナーに登録する 

● 構造的な識字指導について学びましょう。ウェビナーに参加しましょう。フォニックス

との闘いー10月15日のエミリー・ハンフォードのウエビナーにこちらから登録 
詳しくはこちらまで： educationvp@paloaltopta.org か amywdarling@gmail.com 
 
アップデートー国勢調査の締め切りは10月31日まで伸ばされまして.  
裁判官は国際調査局にあと数週間人々を受け入れるように命じました。ですので、もしあなた

とあなたの家族がまで受け入れられてないのであれば、簡単な書類をこちら：2020census.gov.  
で書いてください。そして他の人にも教えてください。とても重要で皆さんに安全です。質問

がある方はadvocacy@paloaltopta.org. 
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＊＊NEW＊＊ガンの校長との雑談会とPTSA総会 
１０月１５日（木）午前９時〜１０時１５分 
次回のZOOMでのPTSA総会にご参加ください（リンクは総会の少し前にUptoUsから送られま
す）。総会の議題は、Stratton校長および教育員会の連絡係であるのMelissa Baten Caswellによ
る報告、ユースコミュニティーサービスの発表、ガンの先生・生徒・PTSA会長からの近況報告
です。是非ご参加ください。 


