
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５日 
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５日〜１０月９日 
ウェルネスウィーク 
１０月７日 
午後４時　ELACミーティング 
１０月８日と１０月９日 
ガンシアターのブロードウェイワークショップ 
１０月９日 
第一四半期の終わり 
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 
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 
**NEW** 教育長からのメッセージ 
10月2日の教育長からのメッセージを読んでくださいここ 
PAUSD教育委員会アーカイブミーティング. 
 
＊＊NEW＊＊ガンピアチューターが今必要です！ 
アカデミックセンターは現在コミュニティーサービス時間と引き換えに、ピアチューターを募

集しています。六時間目が空いてるガンの生徒でEconomicsかAB Calculousのチューターをでき
る方はできるだけ早くPam Steward psteward@pausd.orgに連絡してください。ガンの生徒でい
つでもChemistryのチューターをできる方はできるだけ早くPam Steward psteward@pausd.org
に連絡してください。仲間の生徒を助けるためのボランティア活動に感謝しています。Gunn 
Together 
 
＊＊NEW＊＊PAUSD食事の配達のボランティアが必要です（１０月１２日から週一回） 
１０月１２日からこの学区で毎日約５０人の生徒に毎週昼食を届ける必要があります。1日あた
り約８人のボランティアが必要となります。週に少なくとも１シフトを取ることを検討して下

さい。（小学校は昼食時間が早いので１０時から１０時半の間に間に昼食を取りすぐに配達し

て下さい。）サインアップシートはこちらです。他の友達、近所の方、PTAメンバーや保護者も
サインアップできます。 
 
**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。 

● 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 
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遠隔教育のアンケート 
もし 遠隔教育のアンケートがまだな方は、お願いします。フィードバックは無記名で、学校が
もっと良くなる手助けになります。 
 
**NEW** カウンセリングは基礎 
教室の補佐人人からCASSYカウンセラーから大学とキャリアのカウンセラー、PIEの募金は、
カウンセリングやPAUSDの人たちのウェルネスをサポートしています。＄１でも助かります。
寄付か、PIEにもっと詳しく。 
 
**NEW** October Is Dyslexia Awareness Month  
新着：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。ウエ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 
 
**NEW** “What You Need to Know About Financial Aid” Webinar  
新着：「経済的支援について知っておくべきこと」ウエビナー 
１０月に数回行われます。午後６時からです。 
スタンフォード大学の経済支援部署が「経済的支援について知っておくべきこと」ウエビナー

を高校生とその親に向けて開催します。高校の最上級生の生徒と親に対して、実際に経済支援

を申請するにはどうしたら良いか、手続き方法を指導します。FAFSA申請についても説明があ
ります。高校二年、三年の生徒とその親も参加可能です。開催日時と登録するためのリンクは

下記です： 
 

● 10月6日（火）午後６時 - リンク 
● 10月14日（水） - リンク 
● 10月22日（木） - リンク 
● 10月27日（火） - リンク 

 
Palo Alto High School (Paly) のダンスチーム募金活動：Gizdich Ranchのパイ 
Palo Alto High School (Paly) のダンスチームはFundraisingのためにWatsonvilleのGizdich Ranchから
のホリデーパイを売っています。パイは産地直送、お分で焼くだけで出来上がりです。リンゴパイ、

Very Berryパイ、とカボチャパイの三種類があります。1個＄20、三個で＄55です。コンタクトなし
の受け渡しは11月11日、午後3：30～6：30でPeery Athletic Center の正面です。パロアルトにお住
まいの方には、追加料金＄５でデリバリーサービスをいたします。注文はASB Webstore（Paly Pies
）でお早めに。 
締め切り：10月18日 
詳細はこちら：https://www.palydance.com/fundraisers 
ご支援ありがとうございます。 
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**NEW**かぼちゃをインドのメンディ芸術でデコレーションしましょう！ 
（土）10月24日午前10:00-11:00ズームアプリ使用 
今年はトリックオアトリートがなくなってお子さんはがっかりしていますか？それならば、

楽しいことをしましょう。インドのメンディ芸術を使い、カボチャをデコレーションしま

しょう！メンディ芸術の専門家、 Priti Aggarwalさんが教えます。化学薬品や染料なしのヘナ
ペーストを使い、素晴らしいカボチャを飾り付けましょう。カボチャは彫りません。参加費

一人＄40。八歳ー18歳向けですが、家族全員でも楽しめます。材料はパロアルトのGamble 
Gardensに事前に取りに行ってください。ここでサインアップしてください。 

 
Anime Class offered by Gamble Gardens 
Gamble　Gardensのアニメの授業 
10月10日（土）午前１０時から１１時まで 
人気の「マイヒーローアカデミア」シリーズから「いずきみどりや」をどのようにスケッチ

するか学びましょう。アニメと漫画の人物像の描き方を習いましょう。用意するものは白

紙、鉛筆、消しゴム、色鉛筆です。８歳から１５歳までが対象年齢ですが、それ以外でも構

いません。１人の生徒に付き、払えるだけお支払いください（＄２０、＄３０，＄４０のう

ちで）こちらから登録出来ます 
 
願いの木を飾ろう：Community Wishing Trees 
（土）10月31日まで 
どんな未来を想像しますか 
コミュニティへの願いをタグに書き留め、ウィッシングツリーに結び付けましょう。材料は木の所に

あります。木はPalo Alto とEast Palo Altoの八か所に設置されています。コミュニティに対する希望
や願いを書いてください。 
こちらの地図：canopy wishing treesをご覧ください。 
 
**NEW** 市民航空パトロール募集 
火曜日7：00〜9：00 PM、Microsoft TEAMSにて（要サインアップ） 
Civil Air Patrol はコミュニティプログラムであり、米空軍のオフィシャルな援助機関にもなって
います。プログラムは以下3つのミッションを担っています。 
緊急サービス（ファーストレスポンダーの支援、ダウンした航空機の位置特定など） 
研修プログラム（リーダーシップ、時間管理、細心の注意を払うトレーニングなど） 
航空宇宙教育（STEM概念学習、飛行トレーニング） 
対象は12歳から18歳まで、18歳以上はシニアメンバーとして参加できます。 興味のある方はこ

ちらのフォームから応募ください。詳しくはこちら。 
 
**NEW**　もっとグリーンに！食品廃棄を減らそう 
食べ物を捨てると、その食べ物を作るために使われる資源も捨てることになります。家族が食

べる量を考えて用意しましょう。買い物に行く前に冷蔵庫をチェックして必要な分だけを買

い、早めに食べた方がいい食材は手前に置きます。子どもたちには、食べられる分だけ取るこ

とを教えましょう。残り物はおやつにしたり、冷凍して再利用しましょう。どうしても使えな

い時はコンポストにします。その他、食品廃棄物を減らすためのヒントはこちら。 
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**NEW**　インフルエンザワクチンとパンデミック 
今年はコロナ感染が拡大しているため、子供や家族のインフルエンザワクチン接種がより重要

になります。ワクチンについての詳細はこちら。 
 
**NEW**ガンシアターのブロードウェイ・ワークショップ 
10月8日（木）、9日（金）19:30 PM Zoom 
ガンシアターのブロードウェイ・ワークショップを10月8日、9日の19:30からZoomで公開しま
す! このワークショップでは、最近ブロードウェイで上演された新作戯曲のシーンを上演しま
す。今年の作品は、ゾーイ・カザンの『アフター・ザ・ブラスト』とルーシー・カークウッド

の『ザ・チルドレン』ですが、今回は新作ミュージカル『SIX』から2つのナンバーを特別に上
演します。公演は約1時間で、無料です。新しい演劇を体験しに来てください。演出はジェニ
ファー・エリントンとクリステン・ロー。ズームリンクは来週、ガンシアターのウェブサイト

で公開されます。 
 
**NEW** カウンセリング部門のリソース 
先週の水曜日に行われたカウンセリング部のジュニア・ペアレント・ナイトのメモです。 
ジュニアペアレントナイトとシニアペアレントナイトのスライドや記録は、来週ガンのウェブ

サイトで公開される予定です。ガンカウンセリングの大学とキャリアプランのためのガイドで

あるタイタン・プランニング・ガイドは、ガンのウェブサイトからダウンロードできます。こ

のガイドには、11年生と12年生のタイムラインを含む、多くの重要なトピックに関する貴重な
情報が掲載されています。 
AP試験の登録が開始されたことをお知らせします。ガンのAP試験は、ガンの生徒が優先的に受
験することになっています。カウンセリング部が毎週日曜日に発行しているニュースレター「

Titan Talk」を忘れずに読んでください。 
 
**NEW**ウェルネスウィーク 
10月5日～9日 
PalyとGunnウェルネスセンターは、今年のバーチャルウェルネスフェアのために力を合わせて
います! 10月5日から9日までの1週間、13の異なるコミュニティ組織がランチタイムのプレゼン
テーションやワークショップを開催します。生徒たちは、コミュニティの青少年が利用できる

さまざまなウェルネス・リソースや、参加する機会についての詳細を聞くことができ、毎日く

じ引きの賞品を獲得するチャンスがあります。プレゼンターには、アジア系アメリカ人コミュ

ニティ関与促進協会、思春期カウンセリングサービス、計画された家族計画、アウトレットな

どが参加します！保護者の方の参加も歓迎します。スケジュール、プレゼンター、ズームリン

クはこちらから。 ロゴをクリックすると、各団体の詳細情報が表示されます。 
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アップデート候補者フォーラム 
9月24日のフォーラムを見たい方はこちら 
 
教育委員会共催と女性有権者 
Thu Oct 8, 6:30 - 8:30 PM  
10月８日（木）午後６時半から８時半 
候補者フォーラムのzoomリンク候補者フォーラムウェブページもしくは教育委員会フォーラム 
 
小学校教育委員会フォーラム 
Wed Oct 14, 6:30 - 9:30 PM  
10月14日（水）午後６時半から９時半 
Join us and learn about the candidates for PAUSD school board. Now is your chance to have  
是非参加してPAUSD教育委員会の候補者の方々について知りましょう。あなたのPAUSD政府に
ついての質問も答えます。候補者に質問がある方はこちら.　Webinarはこちらから 
Passcode: 764564  
iPhone one-tap : US: +16699006833,,89742868223# or +13462487799,,89742868223#  
訳詞が必要な場合: こちらをクリックしてどの言語かを教えてください  
質問や詳細を知りたい方は：council@paloaltopta.org  
 
教育委員会フォーラムの教育平等＆アクセス：成果ギャップと特別教育 
Sat Oct 17, 3:00 - 5:00 PM 
10月17日（土）午後３時から５時 
このイベントはPTA評議会(PTAC)、特別教育のためのパロアルトコミュニティーアドバイザ
リー委員(CAC)、ラティーノ保護者ネットワーク(LPN)、そして生徒の成功のための保護者政治
者(PASS)が主催しています。 
ウェブナーはこちら 
Passcode: 510864 
Or iPhone one-tap :  
  +16699006833,,85142925155#,,,,,,0#,,510864# or 
+14086380968,,85142925155#,,,,,,0#,,510864#  
Or Dial by Telephone: 
    +1 669 900 6833 or +1 408 638 0968 Webinar ID: 851 4292 5155 Passcode: 510864  
質問がある方はpaloaltocac@gmail.com or council@paloaltopta.org 
 
**NEW** 安全にテクノロジーを使う　生徒とリモート授業 
大変なことやリモート授業では避けれないことをナビゲートしましょう。こちらをクリックし

て覚えるのが簡単なヒントを見てお子さんの健康をお家で安全なテクノロジーの使い方で保ち

ましょう。ファクトシートは一番お子さんに良いリモート授業情報環境から取られています：

American Academy of Pediatrics, Mayo Clinic, Harvard health study, Environmental Health Trust, 
Parents for Safe Technology, Children’s Screen time Action Network, Commonsense Media, 
Apple and Microsoft Support. 質問や詳細を知りたい方はl: selearning@paloaltopta.org 
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