
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２１日 
ユニティーデイ 
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 
１０月２８日 
午後７時から　１０年生保護者のネットワークミーティング 
１１月２日 
サイトカウンセル 
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 
 
YCSが意味のあるサービス、学習、そして繋がりを提供しています 
オープンハウスレコーディング - https://youtu.be/jMYxXR-PEDc 
ユースコミュニティーサービス(YCS)は意味のあるサービス、学習、そして繋がりを提供しお
り、PAUSD若者と保護者の皆さんを歓迎しています。 
最近の私たちのオープンハウスレコーディングを見て、ガイドとサーポートをYCSの皆さんが
やっているサービスベースプロジェクトのオンライン提供を是非見てください。 
もちろんのこと、YCSが提供する全てはPAUSDの中学校、高校が必要なことに繋がります。質
問がある方はAshleyに連絡を 
 
バーチャルハロウィーン恐怖フェアー 
10月25日（日）午後１時から午後３時半　オンライン 
パロアルトの伝統の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。 
 
コミュニティー願いの木 
今から10月31日（土）まで。パロアルトとイーストパロアルト合わせて８箇所あります 
私たちが想像出来たらどんな世界になるでしょう？ 
一つ一つの木にはタグとあなたのコミュニティーの願いを書いて願いの木に飾るための器具が

設置されています。願いの木にきて設置されている器具を使ってコミュニティーの願いや希望

を書いてください。地図はこちらcanopy.org/wishing-trees.  
 
投票 投票 投票 
１１月の選挙：君の投票は、重要です！ 
投票用紙を持っていますか？今輸送で投票か２４時間投票用紙ドロップオフで投票できます。

手紙の配達の遅れを避けるために、ドロップボックスは、Registrar of Votersに直接行きます。
締め切り：１１月３日（火）午後８時まで。遅れないように！投票用紙は長くて、いくつかの

カードは両面なので、前もって確認してください。カリフォルニアPTAはProp 15とProp 16を支
持しています。投票してくださってありがとうございます！ 
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**NEW** 学校への安全な通学路 
学校へ徒歩と乗り物 ２０２０ 
学習環境、家族、ご近所、学校関係なく、みなさんは、Walk to Schoolに招待されています。学
年がもっと学校へ通うようになったので、こちらをみてください：Walk to Schoolに携わるに当
たって、２０個のアイディア。 
 
**NEW**青少年社会奉仕-違いを生みましょう–奉仕+投票 
10月22日（木）から10月25日（日）まで 
毎年恒例の奉仕の日（違いを生む：あなたの声はあなたの声）のために青少年社会奉仕に参加

しましょう。今年のイベントは例年と異なり、革新的で無党派のオンラインや、社会的身体距

離をとったサービスイベントが多数含まれます。今年は選挙の年です。メディアでのイベント

に加え、通常の奉仕プロジェクトへの参加機会があります。 
一緒に違いを作りましょう。詳細、現在のスケジュール、および登録については、こちらの

Webサイトにアクセスしてください。直接リンクはこちら：
https://youthcommunityservice.org/madd-2020/ 
 
** NEW **チャレンジ・サクセスとのParentEdイベント 
10月23日（金）午前11:00 から 
デニース・ポープ博士とマデリーン・レヴィン氏が主催し、特別ゲストはニューヨークタイム

ズのベストセラー作家ののロリ・ゴットリーを迎えています。彼らは、2020年が人間関係と幸
福をどのように強調したかの重要性について講演します。登録はこちらから：

https://www.challengesuccess.org 
 
** NEW **真夜中のストリーミングキャバレー 
10月23日金曜日-10月31日土曜日　6つのパフォーマンスを生中継します。 
パロアルトプレーヤーのハロウィーンをテーマにした「ミッドナイトドリアリー」は、怖いほ

ど才能のある俳優やダンサーによるゾッとするほどのパフォーマンスです！ブロードウェイの

ヒット曲、ダンスをご自宅からお楽しみ下さい。この家族向けのショーは、生放送でもご覧頂

けますが、生放送の24時間後までオンデマンドで視聴できます。 生放送チケット代は２０ドル
です。3シリーズサブスクリプションと残りのホームバウンドキャバレーシリーズは＄50ドルで
す。このパフォーマンスはすべての年齢層に適しています。 
https://paplayers.org/event/midnight-dreary/ 
 
** NEW ** Jack-o-Jaunt-　創造的なみなさん！ジャコランタンのコンテスト！ 
ただいま申し込みを受けています 
展示は10月30日（金）、University Ave と California Ave、 午後の5：30～8：００ 
ジャコランタンを彫ってJack-O-Jauntコンテストに投票しましょう！ジャコランタンはこの三つ
の中から一つ：１．最も怖い、２．最も創造的、３．最もかわいい、から選んで投票してくだ

さい。賞金はお好きのパロアルトのレストランで使える＄50ギフトカードです。応募された
ジャコランタンは10月30日の晩にUniversity Avenue とCalifornia Avenueで展示されます。投票
はどなたにも空いていますが、スペースは限っていますので、お早めにサインアップをお願い

します。 
詳しい情報はこちら：http://www.cityofpaloalto.org/enjoy　 
イベントはソーシャルディスタンスに元図いて行われます。 
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COVID-19通信教育における特別教育の権利に関するワークショップ 
10月24日（土）10:00 AM - 12:00 PM  
Zoomへの参加はこちらから。スペシャル・エド・ライツ・ワークショップ 
会議ID: 979 2531 8745 パスコード. 003019 
無料です。このワークショップでは、COVID-19通信教育中にいくつかの解決策や提案を含む
IEPプロセスにおける特別教育の基礎をカバーしています。このワークショップでは、IEPの目
標、アコモデーション、保護者の権利についての議論が行われ、質疑応答も行われます。主催

：パロアルトCAC (cacpaloalto.org)、発表：シニア・アドヴォケイト、障害者権利カリフォルニ
アのVanessa Ochoa、共催：PTAC。 
 
**NEW** Caltech MedLife Is Holding a Virtual “Ted-Talk" 
Caltech MedLifeはオンライン方式で研究や医学による技術や方法のテッドトークを行います。
セミナーも計画です。このセミナーではCRISPR,マシーントレーニング、免疫療、や高校生向
けの大学のアドバイスを話す予定です。このイベントで生徒はどんな研究が医学部で行われて

いるかを分かるようになり、医学部に参加できる方法を教えます。セミナーやテッドトークは

制限なく参加できます。 
もっと詳しい情報はこちら：https://www.caltechmedlife.org/caltech-tech-in-medicine. 
 
**NEW** Play Palooza – 子供の脚本コンテスト 
提出日：１２月１８日　（金）、午前１２時 
children’s Theatre は2020～２１年のPlay Palooza Ten Minute Playwriting contestをやっていま
す。Play Palooza は子供の脚本を作る才能を発掘するコンテストです。応募者は三つの年齢で
分けています。小学生（３～５年生）、中学成（６～８年生）、と高校生（９～１２年生）に

わかれています。勝者はChildren’s Theatreで上演され、 Friends of the Palo Alto Children’s 
Theatreから商品が出ます。興味のある方は脚本のデジタル版を
christopher.luciani@cityofpaloalto.orgにお送りください。 
 
**NEW** Green Tip!　まず考えましょう！ 
ごみを捨てる前、考えてください！もう一回使えますか？修理できますか？コンポストできま

すか？リサイタルに出せますか？それとも寄付できますか？4個のR、 reduce, reuse, repair, そ
して recycle、の順番を覚えればがっちりです。そして新しいものを買う前に、自家で作れる
か、本当にいるか、プラスチック類のないオプションがあるかを考えてください。これは

Greenwasteからの二つのポイントです！ 
Elementary Audit と Secondary Audit 
 
** NEW ** Lisa D'Amour：子育てアドバイスビデオ 
Untangled and UnderPressureのベストセラー作家である心理学者のLisaD'Amourは、Khan 
Academyとインタビューを行いました。彼女のバイラルなNew York Timesのティーンエイ
ジャーへのアドバイスを拡大するためにされました。 この30分ほどのインタビューは保護者を
対象としており、何を優先し、どのように10代の若者をサポートし、慰め、やる気を起こさせ
るかについての優れたアドバイスが満載です。 ここを見てください！ 
 
** NEW **ガールスカウトになろう！ 
ガールスカウトに参加してみませんか？詳しく聞いてみませんか？　 パロアルトガールスカウ
トでは、説明会を開いて、新メンバーを募集しています。ご興味ある方はこちらのフォームに

記入・送信ください。説明会とTroopの詳細をお伝えします。ご質問は、Melanie 
(mbleyler@gsnorcal.org) までお気軽にお問い合わせください。 詳細は、www.gsnorcal.org/join
でご覧になれます。 
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** NEW **BSAガールスカウト4014に参加しよう 
Scouts BSAプログラムの女子専用部隊として立ち上げられたTroop 4014は、新メンバーを随時
募集しています。6th grade以上の女子学生は誰でも参加できます。現在は、毎週火曜日の午後
7:30からズームで集まり、バーチャルのスカウティング活動やゲームを行っています。詳細は、
scoutmaster@troop4014にメール、またhttps://paloalto4014.mytroop.usをご覧ください。 
 
 
 
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。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。 
 
**NEW** PTSA 2020年秋季助成金 
秋のバック・トゥ・スクールキャンペーンで保護者の皆様に手厚いご支援を頂き、Gunn PTSA
は教職員の皆様に10の助成金を提供させて頂きました。おめでとうございます！二回目の助成
金は2021年初頭に利用可能になります。2020年度秋の助成金受領者リストはこちらをご確認く
ださい。 
 
**UPDATED** AMC数学コンテスト 
2021年2月4日木曜日 
AMCの数学コンテストは2月4日(木)の午前中に行われます。受験を希望する生徒は数学の先生
に連絡して申し込んでください。通常、このテストはオーナーレーンの生徒が受けますが、

Gunnの生徒は誰でも受けることが出来ます。 
 
**NEW** 管理者メッセージ 
10月16日金曜日の最高責任者のメッセージを読んで下さい。 
PAUSD教育委員会の会議のアーカイブはこちら。 
 
**NEW**リテラシーと読書の科学 
10月28日（水）17:00～18:30 PM 
子供がどのようにして読み書きやスペルを学ぶのか不思議に思ったことはありませんか？通信

教育でお子さんをサポートしたいと思ったことはありませんか？もしあなたが、読み書きに苦

戦している小学生や中学生の親や教師であれば、彼らが失読症であるかどうかに関わらず、ぜ

ひスタンフォード大学の二人の教授とのセッションに参加して、話を聞いてください。神経科

学の観点から、読書脳はどのように機能しているのか、そして神経科学が発見したことをどの

ように応用して、強い読み手や書き手を育てることができるのか？パロアルトCACとPTA協議
会が主催します。ウェビナーに参加するにはこちらから： 
https://us02web.zoom.us/j/89863864534 
会議ID: 898 6386 4534 パスコード. 330632 または電話 +1 669 900 6833 US (サンノゼ) 詳細は 
https://cacpaloalto.org/event/literacy-science-reading/ をご覧ください。  
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001b2fsn5I5-U158uzLX8BjG6r4S_hAAwH8LMc-d2RxvvEOJTW0QN1oC34Zds33I38XwR6rlu4N508xFVxFr4hcbTAf9Q8yIoggFLxH3chq4eDD2wtL0udJB2Cq0nvnw1FCbBisxlhcxeGq6tIXPmD1PoYwsJUzB37nJsnJBBBcDt0QHGs6nPY7Ug==&c=IPrNNk8TOCF3nsjaYdWdy8NYwL2mftVu1KctJdkobNOe59lImsS-cQ==&ch=5TmItmopmsUe8QhBeqKHj_UQ8AMv-CL6uGo2huRonhITmVeUVFfG1g==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iFgwk9FEROpXp44mlk4FUuNzMOpIj-gVPw8lv7aFLCpzrtDkTCHtocBw95cHPcg_fqSvsXLQzPt0v9zZ6KyU2-47fHcs58G1sLu4KxNN3FwHW6Fkge9xRzY=&c=PMTPC0FYoFjQTbN9wAcTaYInm-dS1jaarRyr-yJoc33uawAKhPAeTA==&ch=V9yGBDwU0F0ykIarxb6PPrTMh_EH2DuBgqh0Ctgf3kLxIuIg0tWP0Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iFgwk9FEROpXp44mlk4FUuNzMOpIj-gVPw8lv7aFLCpzrtDkTCHtocBw95cHPcg_fqSvsXLQzPt0v9zZ6KyU2-47fHcs58G1sLu4KxNN3FwHW6Fkge9xRzY=&c=PMTPC0FYoFjQTbN9wAcTaYInm-dS1jaarRyr-yJoc33uawAKhPAeTA==&ch=V9yGBDwU0F0ykIarxb6PPrTMh_EH2DuBgqh0Ctgf3kLxIuIg0tWP0Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iES0yagabIwxvauJqhai4k8YR1Rdla_9A9PTXdDIToKkodN36LTQip0rp6HrLm8egZA7Hb7O7NWW936eBJ67_vVU1FfbHmsZaMYCNR6tz_5AzA81Rm4wjbHk8r0XxBbZQ3nw_2WuFDa9MhpCPyk4iIzbKYmXi0emcv7DdETYNywSot9Yk_qnfBI9yF_jvA_mfplnzx-fC6ZFtvLImNspid4AQPzNR-b9p_vXJgyqCKy7&c=PMTPC0FYoFjQTbN9wAcTaYInm-dS1jaarRyr-yJoc33uawAKhPAeTA==&ch=V9yGBDwU0F0ykIarxb6PPrTMh_EH2DuBgqh0Ctgf3kLxIuIg0tWP0Q==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001X7SzIaI4eL0h0FDYRXDxMjB2PmQ0LyRqDhFSamB7oO_34OOguiu4iEbKIPCN2sSe0mPbjkfUyb3RAFkKTx_waMbZh2QQBlsZlmoPcq_IIWXC468YcYcgQ0M5jBq7MBuSL33k0h288fVhVMz-UvonLS_zC4cANGGg2HeU10Fax0HtA5faa4_GhRC5XjuKKh0M&c=PMTPC0FYoFjQTbN9wAcTaYInm-dS1jaarRyr-yJoc33uawAKhPAeTA==&ch=V9yGBDwU0F0ykIarxb6PPrTMh_EH2DuBgqh0Ctgf3kLxIuIg0tWP0Q==
https://us02web.zoom.us/j/89863864534
https://cacpaloalto.org/event/literacy-science-reading/


 
＊＊NEW＊＊ハロウィーンのトリックオアトリートで保護者のボランティアが必要です！ 
１０月３１日（土）午後１２時〜８時いつでも、＠ガンの駐車場 
ガンのYCS-Interact（Youth Community Service Club)、ガンSEC（Student Executive Council)
、ガンPTSAは、私たちのコミュニティーの小学生を対象に、ドライブスルートリックオアト
リートとハロウィーンパレードを企画しています。ボランティアのチェックイン、ソーシャル

ディスタンシングの監視、交通管制を手伝ってくれるガンの保護者を募集しています。協力し

てくれる方はこちらでサインアップして下さい。カウンティーとパロアルト学区の健康と安全

に関するガイドラインが厳格に施行されます。車やキャンパスの装飾、お菓子の手伝い、ゲス

トの接客に協力したいガンの学生はLisa Hall/SECからのSchologyメッセージを探して、そこで
サインアップして下さい。事前登録されたボランティアのみがキャンパス内に入る事ができま

す。質問のある方はpresident@gunnpta.orgまたはexecvp@gunnpta.orgにお問い合わせ下さ
い。 
 
＊＊NEW＊＊１０年生保護者ネットワーク会議 
１０月２８日（水）午後７時から８時半＠ZOOMで 
Cynthia Kleinと「影響力のある言葉による繋がりの構築」 
１０年生の生徒とのコミュニケーションをより効果的に行うために、教育者のCynthia Kleinと１
０年生の保護者の方たちと参加してください。言葉には、励ましや、やる気を起こせる並外れ

た力があります。しかし、「でも」という一言は共感を解雇に変え、人の感情を傷付ける可能

性があります。このワークショップスタイルのウェビナーでは、どの単語が支持的で効果的か

を学びます。生徒たちは、あなたたちが彼らの味方であることを知り、あなたが学ぶ新しいス

キルで彼らの朝鮮から成功を生み出すことを学びます。このイベントで、学ぶだけではなく、

楽しんでもらえると幸いです。ズームリンクは、イベントの直前に送信されます。 
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