
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。 
 
３月１５日 
休校 
学生助成金申請期限 
３月１６日 
Scott Friedさんとのガン保護者のEdナイト 
３月１７日 
スタッフ助成金 
午後６時半　１２年生保護者ナイト 
午後７時半　スポーツブースター会議 
３月１９日 
キャリア月間キックオフ 
午前９時半　１０年生保護者でコーヒー 
３月２０日 
午後１時　無料の自転車修理 
３月２１日 
午後２時　ガン保護者カーデニングクラブ 
３月２２日 
ガンメンタルヘルス会議 
３月２９日 
午後７時半　ガン保護者クラフトサークル 
 
 
＊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** ジャーナリズムの生徒のサポート　The Gunn Oracleで宣伝 
ガンのジャーナリズムの生徒のサポートをすることに興味がありますか？The Oracleで宣伝しま
しょう！The Oracleは今年、あと３つの号を発行します。そして３回宣伝をするチャンスでもあ
ります。詳細についてはoraclegunn@gmail.comにお問い合わせください。宣伝情報と価格につ
いてはwww.gunnoracle.comを確認することもできます。 
 
** アップデート**Gunnの生徒のための夏期講習 
3月12日から4月1日まで入会できます 
今年は対面式で行います。単位をさきに取ることも出来ますし、クラスを一回取ったけど単位

が取れなかった人で単位をとりたい人も夏期講習に参加出来ます。第一回の夏期講習は6月14日
から7月2日までです。第二回の夏期講習は7月6日から7月23日です。単位をさきに取りたい人、
（初めて夏にそのクラスを取る）は夏期講習ごとに一つ取れます。一回取ったけど単位を取れ

なかった人は夏期講習ごとに二個取れます。単位を取れなくて夏に摂りたい場合はカウンセ

ラーの方と相談してください。単位の取り直しのクラスは22年卒業生のみが取れます。クラス
カタログ、スケジュール、登録情報、そしてリンクは夏期講習を見てください。 
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**NEW**  Gunn PTSA 春のスタッフ助成金 
3月17日と3月31日 
次のスタッフ助成金は学校用品を買ってスタッフが学校を再開できるように、先生が対面式と

リモート両方でき流用に助けます。 
PTSAはすぐ応募者に連絡を取り承認を取れるように頑張ります。 今すぐ登録を 

1. 電子機用ではない助成金はリクエストにつき$2000まで。大きい助成金はまだ考え中で
す。 

2. 新しいテクノロジー助成金をオプションに入れました。PTSAはハイブリッドテクノロ
ジーをファウンドします。ハイブリッドテクノロジーのゴールはテクノロジー図書館を

作りスタッフが教えることと学ぶ事が苦にならないように助けたいと思ってます。詳細

は出願を見てください。 
 
**UPDATED** キャリアマンスのキックオフは3月19日（金）です。 
Paly x Gunn Career Monthは、3月19日（金）のSELF/Advisoryで始められ、その後3月22日〜26
日のランチタイムには、キャリアスピーカーシリーズ（業界の専門家とのライブQ&A）が毎日
開催されます。翌週は、キャリア・パスウェイ・シリーズとして、Women in STEMパネル、
ジョブ・フェア、キャリア・パスウェイ・フェアなどのイベントが開催され、生徒が高校卒業

後に進むことのできる13のCTEパスウェイの選択肢が紹介されます。詳細については、Work 
Experience Teacherにお問い合わせください。Rachael Kaci (rkaci@pausd.org) までご連絡いた
だくか、こちらのウェブサイトやチラシ、スライドデッキもご覧ください。 
 
** NEW **　教員・保護者向けメンタルヘルスセミナー「大人になる方法」 
3月25日（木）午後5:30 ~ 7:00 
Wellness Together School Mental Healthとカリフォルニア州教育省が主催するシリーズは、生
徒たちが学校や自宅で健康なメンタル状態を保つことができるよう、教育者や保護者を対象と

したプログラムを提供しています。NY Timesベストセラー作家のJulie Lythcott-Haims氏や、ス
タンフォード大学の元新入生学部長など、全米のプレゼンターがメンタルヘルスに対する意識

の高まりや支援活動、学生向けメンタルヘルスサービスのアクセスなどについて話します。

ウェビナーへの登録はこちら。 
 
** NEW **夏のサイバーキャンプ 
夏休みの期間中、地元の高校生（8～12年生）を対象としたキャンプが開催されます。参加は無
料、キャンプはDeAnza、Evergreen、Foothill、Gavilan、SJCCで行われます。詳細、登録はこ
ちらのリンクで。先生や学生にもぜひシェアください。 

 
** NEW **パロアルトの海外学生交流プログラム 
お子さんは留学に興味がありますか？それともご家庭での留学生受入れに興味があるでしょう

か？ AFS USAは、米国国務省によって承認された最高水準の文化交流プログラムであり、米国
で最大の学生交流組織です。 2020/21学年度はCovidの影響で海外交流が困難でしたが、
2021/22学年度中にパロアルトで数人の留学生を受け入れ、海外交流を再開したいと考えていま

す。受け入れた交換留学生と、一生の付き合いを続ける方も大勢います。 
詳細についてはこちらのリンクでwww.afsusa.org。またはJon Klein（AFSのボランティア、
2013年にホストパパ）に連絡してください。 
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**UPDATED** バーチャルキャリア月間とキャリア開発の機会 - 2021年3月 

3月はPAUSDのキャリア月間で、仕事、インターンシップ、その他のキャリア開発の機会につ
いて多くの情報が提供されます。PAUSD Work Experience TeacherであるRachel Kaciは、生徒
のために利用可能なインターンシップのリストを作成するために常に努力しています。皆さん

の職場に何か手がかりや連絡先があれば、rkaci@pausd.orgに連絡してください。 

以下は、いくつかのリソースと今後のキャリア関連イベントです。 

● PAUSD Bulletin Boardでの仕事/インターンシップの提案（継続中 
● ロッキード・マーチン・インターンシップ - 3月1日より開始予定 
● 3月12日のキャリアTechEdトークへのリンク 
● 3月30日（火）ランチタイムにZoomでジョブフェアを開催します。 
● キャリア・パスウェイ・フェアは3月31日（水）のランチタイムにZoomで開催されま
す。 

● キャリア・スピーカー・シリーズは3月19日から26日まで開催されます。3月19日の
SELFでは基調講演が行われ、翌週のランチでは様々なキャリアについて複数のスピー
カーから話を聞くことができます。 

● Parent Ed Night: "Career Development for your Child"が3月に開催されます。 

**NEW** Gunn Parents Inaugural Garden Club Meeting  
3月21日（日）2:00 - 3:00 PM 
他の保護者の方々と一緒に、多肉植物の庭を作る楽しいDIYアウトドアプロジェクトを行いま
す。自分で作ってもいいし、誰かにプレゼントしてもいいです。このイベントは、地元の家で

行われる、距離のあるアウトドアイベントです。参加者は必ずマスクを着用してください。参

加ご希望の方は、audreygold@gmail.com までご連絡ください。スペースに限りがありますの
で、ご了承ください。持ち物：お庭の多肉植物の挿し木（おすそ分けできるものがあれば）、

鉢1～2個（新品を買う前にNextdoorで探してみてください。） 
提供されるもの： 鉢の土、根の成長ホルモン、多肉植物の挿し木 
 
Gunnの精神衛生会議 
3月22日（月）午前10時 - 午後3時5分 
ガンの精神衛生会議は2週間後の3月22日（月）です！会議は、1日中で授業のピリオドに従いま
す。生徒たちは、専門家やスタッフ、旧生徒から精神衛生について学ぶ機会を与えられます。

生徒は、どのクラスピリオドに参加をするのか決められます。授業に出れなかったら、先生方

と何を聞けなかったのか聞いてください。申し込みリンク：tinyurl.com/mentalhealthghs。質
問？Kate Williams, SEC Wellness Commissioner にメールを送ってください。 
 
*Gunn** ガンの保護者クラフティングサークル 
3月29日、5月3日、6月7日午後7時半 
編み物、縫い物、スクラップブックをしてますか？または、修理をしたい物がありますか？あ

なたは、手でを何かを作りながら他の保護者と一緒に話し合いをしたいですか？ガンの保護者

クラフティングサークルに入って、友達を作ろう！毎月第一月曜日に会います。始めはバー

チャルです。これは、ズームの疲れの解毒作用があります。興味がある方は、Joyce Farnsworth 
joyce.farnsworth@gmail.com にメールかズームに来てください。ズームリンクは、ミーティン
グの1日前に送られます。 
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**NEW** SCVAL会議 フットボールとサッカーの観客方針 
フットボールとサッカーをしている生徒の家族は、試合へようこそ。この2021年の春、フット
ボールかサッカーをしている生徒の家族だけが試合にいけます。家族は、ホームとアウェイの

ための1親等4人までのSCVALのパスをもらいます。試合を観戦するのにパスを見せる必要があ
ります。親がいない生徒は入れません。その他の方針は下に書かれている通りです。 
 
• SCVAL 家族パス - 1親等4人 - 親が必要 
• マスクは、必要です。 
• スタンドでは、ソーシャリディスタンスを守ってください。スタンドにマークがついます。 
• サッカーのファンは、プレイヤーベンチの向こう側に座ってください。 
• 売店はありません。 
• お手洗いは解放されています。 
 
この活動によって家族が学校に戻ることを楽しみにしてます。みなさんが楽しめるようにルー

ルを守ってください。 
 
** NEW ** Palo AltoPTACouncilはボランティアを探しています 
Palo Alto PTA Council指名委員会は現在、PAUSDの生徒の教育経験をよくするために興味があ
る地域の方を探しています。 興味のある全保護者はぜひ応募してみて下さい。PTA、サイト評
議会、またはコミュニティ擁護団体の経験がお持ちであればプラスです。PTA評議会の委員会に
参加する方法、または2021〜22学年度のリーダシップの役割に踏み込む方法について話しま
しょう。 トレーニングとサポートは提供されます。 Palo AltoのPTAはダイバース、インクルー
シブ、公平な場所にしましょう。 
指名委員会の連絡はこちらです：parliamentarian@paloaltopta.org 
 
** NEW ** PTAC環境問題活動委員会 
「グリーン」のポイント！：あなたの学校のグリーンチームを知ってみよう！ 
ほとんどの学校では、地域を「グリーン」にするために働く保護者、スタッフ、生徒などがい

ます。 PAUSDでの持続可能行動について質問はありますか？ 学校構内の庭についてもっと知
りたいですか？ Earth Dayの活動のボランティアしてみますか？ 問い合わせはJoslyn Leve　
greenteam@paloaltopta.org へ学校名が含まれたメールを送信お願いします。環境問題ヒー
ロー、集まろう！ 
 
健康とウェルネスのリソース 

●  Covidカリフォルニア州PTACOVID-19リソース 
●  Palo Altoでの無料のCOVID-19PCRテスト 
● 家族向けのリソース：健康とウェルネスのアップデート/リソース 

 
** NEW **逆境に強い教育者、学生、家族の構築 
3月18日（木）午後3時〜午後4時30分 
ウェルネストゥギャザースクールメンタルヘルスとカリフォルニア州教育省が主催するこの

ウェビナーシリーズは、教育者、親、保護者が自宅や教室で生徒のメンタルヘルスを促進でき

るようサポートします。全国からのプレゼンターがメンタルヘルスの認識、擁護、および学生

のためのメンタルヘルス、メンタルウェルネス運動の啓蒙活動に参加しましょう。プレゼン

ターは、Angst：信頼できるスペース：悲しみを成長に向け直す; Screenagersの受賞歴で知られ
ている映画製作者のカリン・ゴーニックですとロリ・ウッドリー 
（MS、PPS, All it takes) 。登録するには、ここをクリックしてください。 
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** NEW **ウェルネスブックトーク：「畏怖の念」の著者、Jonah Paquette（Psy.D） 
3月24日（水）午前11時。オンライン登録：https://bit.ly/3kVyin2 
Jonah Paquette（Psy.D）の新しい本「畏怖の念：畏怖の新しい科学が私たちをより幸せに、よ
り健康に、そしてよりつながりのあるものにする方法」は、「畏怖」の経験がなぜ私たちの免

疫システムを強化し、私たちの心理的幸福を改善し、さらには私たちの脳を独特に変えるのか

について解き明かしています。心理的および肉体的な幸福の利点、および日常生活で畏敬の念

を高めるためのいくつかのヒントについて学びましょう。詳細については、Wellness Book Talk
： "Awestruck" with Author JonahPaquetteをご覧ください。 
 
** NEW ** 団結して共に立ち上がりましょう：YCS 春季資金調達 
3月24日19:00 
サラヒ・スピノザ・サラマンカとの会話でユースコミュニティサービスに参加しましょう。サ

ラヒ・スピノザ・サラマンカは社会正義の先駆者であり、YCSの新しいユースインアクション
イニシアチブのリーダーです。サラヒは何千人もの第一世代の学生のための高等教育への道を

導いてきました。 LatinxAmericaポッドキャストのホスト兼創設者（およびPAUSDの親）であ
るAdrianaFloresが司会進行を務めます。また、現在のBIPOCの学生と地元の高校の卒業生を特
集しています。 https://youthcommunityservice.org/united-we-rise/ 
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