
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。 
 
２月４日　午後７時半 
１１年生保護者のネットワークミーティング 
２月５日 
春のバーチャルクラブフェア 
２月８日a 
TEDxガン高校の「One Step Forward」 
２月８日〜１１日 
SEC　ラブウィークアクティビティ 
２月９日　午後５時半 
校長とのバーチャルチャット 
２月１１日　午後７時半 
９年生保護者のネットワークミーティング 
２月１２日 
旧正月 
２月１５日 
大統領の日（休校） 
 
＊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** バーチャル大学ツアー - 2022年と2023年のくラスのための西と南西の大学ツアー 
2月6日（土）午後1時から午後5時 
英語のフライヤー Big Future Days 
スペイン語のフライヤー Big Future Days 
Gunn の進路相談部は、保護者たちにCollege Board からオファーされた BigFuture Days を知る
ことを望んでいます。これは、ソフモアとジュニアたちのためのバーチャルツアーです。たく

さんの大学に繋げられます。BigFuture Days は、生徒たちがちゃんと大学の進学計画、大学の
リストと奨学金を申請できるように準備をしてくれます。もっと知りたい方は、こちら：

https://pages.collegeboard.org/big-future-days/west-southwest 
 
**NEW** TEDxGunn高校2021：日常をまた探そう 
2月8日（月） 
Gunnは１１回目のTEDxをオンラインストリーミングで開催します。 
様々な人生を歩んで来た10人のスピーカーたちが「日常をまた探す」について話します。 
 興味を持っている方は登録はこちら  
早めの登録は2月2日、火曜日　午後11時59分まで。 
 
**NEW** コース選択２０２１−２２ 
来年のコース選択は２月３日から２８日の期間に行われます。最新の詳細についてはTitan Talk
を確認してください。 さらなる情報はこちらのガンカウンセリングウェッブサイトをご覧くだ
さい。生徒は来週選択科目フェアに出席し、質問がある場合はカウンセラーと話すことをお勧

めします。 
 
 

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=001Js7xyH1sdTWoa8IZi2cyqhH2f57BfYE-fCyCE9JV55olOUMAyANscGrqVKavi2cgbWESGt07CVQ4hV5zWhm5Mvrhh9WdT2_5aFok7oGXueKLzPypmxjkz0Ik3eqmujONicUBjrwm3FFiJKPyw-wloA==&c=lYaCbFMkcDK0NdnXS1lKfYR_tGGRnsUa4rapLICOHxlH_BNJtSMjNg==&ch=wVspl7vzIkjNnfUZ_I4G-enouNpgjr0haay6fOajfFUlusNHIOWjAQ==
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=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SPoLGObyZcHMBvZkGTACZLG9fwajhzbj6ItvXxbuoWPF7bT_HNaOaV-bIz7mwKQ6-fXyNsT0JRG0qVG0IVcYaUX8MsyZXLWSdvwGR1Lfmjf1BqiIu5YO8nDXh5_1CSZtk97gNIvBUzmYcc4bQ5IBLqahQ9vnDVE52SOMUJ67zeobf7Qhn5VGtYcdclRRIW8IUTeMGNCFusF0Q=&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SPm9SL17DQ9bFE8Aml1RNSdEtNX1Afty-T_hQbQxRbS4IIljgSy1JZz-6XTnexzMDmr85a8N1HPk3EJpFiruLwLuO2vtaIn6PxLBB_BpUHAq_Zao93pRRzBhoB0JAkx897zeE_FAIwPq1WQij1GNp98eI56vkaAOs2LMCX2E2u_z2nA2UkaMxaeeSUz3Jsw54jB6sTv7Kf4bY=&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SPrGzxmA82giD7oRwwp3vSzG3LttKDl6zKgF2iK_31MlDVaSbJ-vStwzX6A5WKUs761ZbXz3w0MpBUthUxWK2DblU6Rx5HG4T3hpruJQOl40EBwVDYZ3gUB66M_McdgatYLQ0IPJmcNLs=&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwOfgVigfyBSOh7029BqbWd3vcAwiv5Rex4sGO_aKx04KcrO3y1bUSsviJwzGjB-ktCahVltEafeUPO96esz-XxpnQS_iRYXknIdWkBZzJZVyA=&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwOKGWi1Vo45mujWxWYtPY8Pge0t0C77w79nIiVQR2gO2D869Sxa2HRSIOsOJB9_bq4YeYAkfU5u2WZPaiXjLwlayQsirJsuWdIlmB06OCBrqP1U3ZRnibbAGcNCVOkul4uVsbrE0Ils9WzP6MiKpMevElQuQ3xkZTknwS8FO2_Cey6BIRfLabY00yZU0BH0pLp&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwON14bH8KySTCej7KyfTarQQL4GDe1vhWU-SiOpaNVVnbHMWEW9MwD1uSBLXUQHkv29a1iAnhsRxnp_yAuNaZBleT0OFM6r-8pqOj2brvf4l38Dey_QnY7ek0niBpwMUnzB8nXKWqf9yfdTU61_npMgw==&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==


**アップデート**　校長先生のチャットが校長、Strattonとできます 
1月25日の校長とのチャットのレコードhttps://youtu.be/LdtmWMKarms 
1月25日の校長とのチャットのメモこちらから 
次のチャットは2月9日、火曜日　午後5時半　から　午後6時半 
今年２回目のバーチャルで行われる校長先生とのチャットに是非参加ください。  
校長先生から最新ニュースが聞けたり、自分の質問も答えてもらえます。 
 こちらから. 事前に質問やコメントを送る事ができます。 
ミーテイングの中でも質問できる時間はあります。 
Zoomリンクはチャットが始まる少し前に送られてきます。 
 
１１年生保護者のネットワークミーティング 
２月４日（木）午後７時半 
２月４日にZOOMで開催される１１年生保護者のネットワークミーティングで１１年生の保護
者に会えるのを楽しみにしています。質問を持参するか、２月１日（月）までにこちらに提出

してください。 ZOOMのリンクはミーティングの直前に送信します。 
残りの２学期のミーティングは暫定的に次のようにスケジュールされています。 

● ３月５日（金）午前８時半 
● ４月１日（木）午後７時半 
● ５月７日（金）午前８時半 

 
**NEW** 教育長からのメッセジー 
教育長の1月29日のメッセージをここから読んでください 
 
**NEW** PAUSD の高校生達のための職歴 
仕事の選択肢は、PAUSD Jobs Bulletin Boardで見られます。新しい選択肢は： 

● 本を発刊する筆者のために、マーケティング・ブランディングソーシャルメディ

アのインターンを二人探しています。興味がある人は、Rachael Kaci に連絡し
てください。二つのポジションは有志です。 

● 個別指導の機会（スペイン語と韓国語）：「韓国語しか話せない生徒がいます。

英語を習う助けがいります。韓国語で流暢ともう少し流暢の家庭教師になれる機

会が二つあります。１週間に１回、この生徒に英語を教えます（バーチャル

で）。Life MovesのAnita Wybraniec に連絡してください。 
● 仕事の許可の情報はこのリンク かRachael Kaci に連絡してください。

rkaci@pausd.org 
 
**UPDATED** パンデミック中の6郡子育て 
https://capta6.org/parenting-in-a-pandemic/ 
6郡PTAは、無料のパンデミック中の子育てオンラインウェビナーを調整してくれました。下の
話に参加したかったら、ここをクリックしてください。 
 

● ESPAÑOL - Estrés y El Bienestar de nuestra Salud Mental Miércoles, 3 de 
febrero de 2021, 7pm 

● 家で仕事をしながら、家庭生活を向上　2月11日（木）午後７時 
● パンデミック中の子育て：先に自分のN95マスクを直そう！自分と自分の家族の
ために幸せを作る　2月24日 （水）午後7時 

● 変わってる世界の中に子供をサポート　3月3日（水）午後7時 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwObihEGB20Wr5JZ1xpJdVKtgmqqKdHEBgFnJy9Crd4Hp_OnCZHceoJr0iDQljziI6MN4aOFd5FBtSM7iGOm9F_XQ==&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COuTVwIJBHGwO8qORBPAEb4PoGJe34Yh7NSBp5xYG1miIXbf-Qxw1YmtGIKK6oSpD2VCMa5NK1eJn4A7BEAkuMrtyJGxMsoV8hVQmWOFvLj6OEMrZoegDJtm0WMDMkXw3x5TRq8x-QdHvsFb6FnGHYLuJg_CgkBdv3zbi0bhhbC2q6QB8uV2A9ik=&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COrdXL9_znILOKwojrgX8s4UbT9fs0eKXtHkSthQlmus2mCaPphK8104C6EVnfT6kkzIN1rdkbaobr6yAIv_t2kWa5ZF6cOMvHErmirihXzwa_BigaOYl4t_eJJogPcuthqudklBzOrgGsrDiVPFeUy8XpgLHmqiQC2lOjoTHvybpOcUJtVE713hmGymlV_09BEG8086BBy7xd39GjcCHDnn3aUT998tjeBtDTTRdgWGqragJDsl5jdjiA3mlbOVhtD3hyude4NCI&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COrdXL9_znILOvggrA0SjNEuEGdKQDNDPg3sDs9xcHomPsTL72Ils4grVCP8U9D04hCCY58zLbo4nwLWpeVqNS4Tx2DAweaJ5o3qkSoVR1n9AfEzqglESq87217RwVWbBbTHpsFMe8DJga9KJzIN_HaAJQNFpmD6pjqEZbhWJocgV-V_3syvyHkhk9fWZ3iuG2oZQ_TnjwPF-&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COsDDT5zq91-OBJHXQjfiW7Z2Lw7PuhJExWbbj56l0wPNJVqllV4fGcJqfbEzP8Uv0F--p1JuHqQ1AuEPJ8AukmhXJBPPzz_1OCIcIRZgeL7utMvOnNEy1au_ZluyV2I3WGaTIN8VHK6N&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COhszFyFgrjs9SGHBFYfTFoV8qzKL9N-SFFhgAoP_1GM_G2nSrcjQ_7XBplpdsyK52-3lEaLVs9Majvj1a3UWCz87YP-sUwE9AblduBUfDvFFW_YfJB9mUJEp-OBYzZya5IzKzFqA2qAGztnNcXNWnJt3pB0RmaVFAU7ULLiEmGbC&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
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**NEW** 2021 CAC Sweetheart Awards -ノミネーション探し中 
IEPまたは504でspecialNeeds のお子さんをサポートしてくれたバスの運転手、友人、教師、管
理者、隣人、補佐官、横断警備員、コーチ、仲間の学生、セラピスト、医師、ボランティア、

親戚などの人がいますか？ CAC Sweetheart Awardにノミネートし、サポーターを表彰しましょ
う。 ノミネーションは2/19までこのフォームでお願いします。 授賞式は、2月27日（土）、午
前10時～12時まででズームで行われます。 ズームリンクは、プライバシーを保護するために、
推薦者と候補者に直接メールで送信されます。 問い合わせがあれば、sweethearts.award @ 
gmail.comへメールをお願いします。情報は、www.cacpaloalto.orgをアクセスしてください。 
 
**New**カリフォルニア州イーストベイ教育サミット2021 
2月6日（土）午前9時〜午後12時https://www.csueastbay.edu/education-summit/ 
第一世代、アフリカ系アメリカ人、アジア系アメリカ人、ラテン系、ネイティブアメリカン、

太平洋諸島系の学生とその家族のためのこの無料イベントに参加しましょう。 
どなたでもご参加いただけます： 

● 中学生、高校生、コミュニティカレッジの学生向けのプレゼンテーションやワーク

ショップを通じて、大学の準備方法を学びます。 
● イーストベイでの経験を共有する現在のイーストベイ出身の学生から、大学生活の様

子、パンデミック時下の学校の様子、大学に入学する学生へのアドバイスなどの話を聞

けます。 
● FAFSAおよびDreamActアプリケーションについてのアドバイスを含む財政援助ワーク
ショップ 

● 生徒の保護者向けの有益なワークショップに参加できます。 
 
** NEW ** PAMC は音楽のボランティア参加者を募っています 
ガン高校のミュージシャンの皆さん！私たちはパロアルトミュージックコネクション 
（PAMC）です。私達は、イーストパロアルトの学生にこの10年間、無料の音楽レッスンを提
供しているガン高校の学生が運営する非営利団体です。ガン高校の生徒ボランティアは放課後

に教えることで、コミュニティサービスの時間を稼ぎます。今年はオンラインに移行し、吹奏

楽、金管楽器、弦楽器、声楽、打楽器、ピアノの教師とコンテンツクリエーターを募集してい

ます。参加に興味のある方はお問い合わせください！ 
Facebook：https://www.facebook.com/paloaltomusicconnection/ 
ウェブサイト：https://pamusicconnection.weebly.com 
ここに寄付してください：https://donorbox.org/instrument-donations 
メール：pamusicconnection@gmail.com 
Instagram：https://www.instagram.com/pamusicconnection/ 
 
** NEW **あなたを最も必要としている学生を支援しましょう 
あなたは学生の生活に違いをもたらすことができます。イーストパロアルトとメンロパーク東

部の生徒の80％以上が、読書と数学の成績が学年レベルを下回っています。あなたは教室のボ
ランティアとして、教師と生徒と一緒に、通年を通して毎週1時間勤務することになります。学
生との関係を築き、彼らの人生に影響を与える機会です。 All Student Matterは、トレーニング
を提供し、あなたのスケジュールを考慮した時間割を調整します。今すぐ登録して、9月中旬に
開始してください。ボランティア登録はこちらのサイトからどうぞ。 
（www.allstudentsmatter.org） 
 
 
 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COrdXL9_znILO1H108MOF1rqn1WwC6K49xFHU0rX-pWrCB5CnuXIeb61xOIDjvhK_9BDeqztXeaJbw904xsBTQgPukOlnLcyqEieMe1fyOSLL&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001UVCX3VWRySb5dedoXL-D9_yfpOTQ6HACaZCMPGD4nSOWryx4uQ4COkEHziYgaVhyqWIbk_N5pV5J5jhAaMyD1RhsblTnXFdA8y_U23NTnX1z20jlTpsqTeozwaQEW07sFKnjavtWzyS_nyXGQuDnFQ==&c=KtgVmqDgIlFT1NCpFitc9_gx9SxA0PB5xRls1ZR3rG0QrnARL8fqSA==&ch=sZNiWop0y5HHj2TG22N_T-o0kPjSotUzgj6YwJ3ikZxPF71Vil-LwQ==
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https://pamusicconnection.weebly.com/
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**NEW** 全国PTA: ティーンエージャーと会話をする方法を10個！ 
ティーンエージャーと話すのは時々難しい時があると思います。ティーンエージャーとの会話

と子供との親密な関係をより得るための方法を10個紹介します。 
 https://ptaourchildren.org/conversation-tips-parents-teens/ 
 

** NEW **　ドキュメンタリー映画 "The Renunited States" パネルディスカッション - League 
of Women Voters of Palo Alto（LWVPA, パロアルト女性有権者連盟）主催 
受賞歴を誇るドキュメンタリー映画 "The Renunited States" についてのパネルディスカッション
が下の日時に行われます。この映画は、この国を再び一つにするための役割を全ての人が持つ

ことを考えさせます。https://www.youtube.com/watch?v=_7BB-5uq2dU。登録方法やお知ら
せは、数週以内に発表します。ぜひご参加ください。質問はこちら 
jennwaghinton@gmail.com 

● 2月9日: リーグメンバーであるPAの高校を対象にLWVPA登録スタート。興味のお持ちの
家族や友人に共有可。（注: オンデマンドのビデオ視聴は、一部のオンデマンドパート
ナーサービスでこの日に可能です） 

● 2月11日: ドキュメンタリー映画へのプライベートリンクをイベント登録者宛に送付。2
月17日まで利用可。エグゼクティブプロデューサーのVan JonesとMegan McCainによ
る "The Renunited States" のプレミアウェビナーレビューも11日に開催予定。 

● 2月16日午後7時ー8時30分PST: LWVPAメンバー、パロアルトの学生、プログラム参加
者によるズームでのパネルディスカッション。 

 
** NEW ** 鳥の餌箱の作り方 - Gamble Garden主催 
3月6日（土）午前10:00-11:00　 Zoomミーティング 
鳥は1年365日食べる必要があります！鳥の粒餌を使ったオーナメント作りは一年を通して楽し
めるプロジェクトです。庭に置く鳥の餌箱にぴったりですし、先生への贈り物にもなります。

通常のクッキーカッターを使いますので、目的によって好きな形を選べます。今回のZoomによ
る1時間のクラスでは、黒いヒマワリの種、nyjer（キバナタカサブロウ）の種、細かく割れたト
ウモロコシの粒、キビ、ミールワームなどの種を使用して、自分だけの鳥の餌箱用オーナメン

トを作ります。地元の鳥について学びましょう！必要な材料のほとんどはGamble Gardenで受
け取ることができます。家族でも楽しめますし、ガールスカウトの素晴らしいクラスにもなり

ます。グループ割引についてはメールでお問い合わせください。登録はこちら: 鳥の餌箱の作り

方-オンライン-Gamble Garden 
 
**NEW**ちょっとした時間が大きな成果を生む! 
PiEのボランティアになって、大きな変化をもたらす手助けをしましょう。来年、COVIDから
戻ってきた私たちは、キャンパス内でさらに大きなつながりを築きたいと思っています。私た

ちのチームに参加してみませんか？楽しくて、新しい人に出会えます。友達を誘って、一緒に

ボランティアをしましょう 
興味がありますか？info@papie.orgにメールをしてください！ 
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**最新版**英語の本  
いくつかの英語クラスのチェックアウトは現在進行中です - 教師は影響を受けた人たちと連絡を
取っています。先週お立ち寄りになれなかった方も、まだ間に合います。今週の月曜日、火曜

日、木曜日（2/1、2/2、2/4）は本を受け取ることができます。 
 
いつ：2:15から4:30まで 
場所：The English Office, N100 (内) 英語オフィスN100（N棟内 
  
どの本を受け取るべきかご質問がありますか？ 先生かグラバー先生(lglover@pausd.org)に連絡
してください。 
 
返却したい本がありますか？返却期限が過ぎた本（教科書を含む）は、本を受け取る際に英語

オフィスで受け取ることができます。 
 
2024年度のクラス保護者ネットワーク会議 
2月11日(木) 19:30 PM 
今学期は、2024年生の保護者の皆様との交流を深めることを楽しみにしています。次回のミー
ティングは2月11日(木)午後7:30からZoomで行います。ミーティングの最初の部分では、コース
選択について話、その後他の質問やコース選択に関する質問は2月6日(金)までにこちらにお待ち
いただくか、こちらにご投稿ください。 
来年の暫定的なトピックは以下の通りです。 
2月 - ウェルネス（子供と保護者向け 
3月 - 夏のアクティビティ 
4月 ガンカレッジ・キャリアセンターの紹介 
月 保護者懇談会／１０年目に向けて 
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