
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８日 
サマースクールの登録が始まる 
午前９時〜午後4時　写真をまだ撮ってない生徒の為の写真日　＠Bow Gym 
学校は一日中Asynchronous 
午前８時　校内学習の為の「ガン生徒オリエンテーション」（リンクはSchoology） 
午後４時半　Stratton校長と「校舎へ戻るオリエンテーション」ウェビナー 
３月９日 
オンキャンパス学習　苗字がA~Kの生徒 
３月１０日 
各自で撮ったイヤーブックの写真提出最終日 
オンキャンパス学習　苗字がA~Kの生徒 
午後６時　College Nowの情報ナイト 
３月１１日 
オンキャンパス学習　苗字がL~Zの生徒 
午後７時　My DigitalTAT2　のプレゼンテーション 
３月１２日 
オンキャンパス学習　苗字がL~Zの生徒 
PTSA学生助成金の期限 
Parent Ed：CCEと　仕事とボランティア 
SELF/YCS-interactとKeyクラブのバーチャルサービスデイ 
３月１６日 
Scott Friedさんとのガン保護者のEdナイト 
３月１７日 
午後６時半　１２年生保護者ナイト 
 
 
＊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** 2021年パロアルトスピーチ＆ディベートキャンプオンライン  
6月7日～11日、6月14日～18日  
午前10時から正午までスピーチ、午後1時から3時までディベート 
第 17 回 2021 年パロアルトスピーチ＆ディベートキャンプ（PASDC）の参加登録を開始しまし
た。毎年、小中学生の生徒たちは、パブリック・スピーキング、リサーチ・スキル、批判的思

考能力、そして自信を持ってPASDCを後にしています。パロアルトの全国的にランキングされ
ている高校のスピーチ＆ディベートチームが指導しており、生徒とカウンセラーの比率は4:1
で、生徒に個別の注意とサポートを提供しています。PASDCのベーシックプログラムとアドバ
ンスプログラムは、あらゆる経験レベルのキャンパーのためにカスタマイズされたカリキュラ

ムを提供し、高校生レベルの大会に向けた準備をしています。キャンプ参加者の安全を確保す

るために、昨年同様、オンラインプラットフォームの経験豊富なカウンセラーによる完全バー

チャルキャンプを計画しています。プログラムの詳細については、ウェブサイトをご覧いただ

くか、palyspeechanddebate@gmail.comto までお問い合わせください。 
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**NEW**あなたを必要としている学生を支援する - すべての学生の問題について学ぶ  
3月25日(木)午前10時 
来年度のボランティア活動について学びに来ませんか？メンロパーク東部と東パロアルトのK-8
年生の教室で週1回。東パロアルトとメンロパーク東部の生徒の80％以上が、読解と数学の成績
が学年レベルを下回っています。教室のボランティアとして、全学年の間、毎週1時間、同じ先
生と生徒と一緒に働きます。生徒との関係を築き、生徒の人生に影響を与える機会となりま

す。All Students Matterはトレーニングを提供し、あなたとあなたのスケジュールを考慮して調
整します。(Keri@allstudentsmatter.org への RSVP を待つ間、ズーム招待状が送信されます) の
説明会にバーチャルで参加して、あなたができるインパクトについて聞いてみませんか。私た

ちについての詳細、またはボランティアに登録するには www.allstudentsmatter.org をご覧くだ
さい。 
 
**NEW**サマーキャンプフェア  
3月20日（土）10:00-11:00 AM 
3月20日に開催されるバーチャルキャンプフェアでサマーキャンプに出会う。オンラインで参加
して、実際のサマーキャンプの計画を聞いてみましょう。参加登録すると、1週間の無料キャン
プが当たるチャンスがあります。 
 
**NEW**夏休み・春休みキャンプ  
ActivityHeroでは、春休みと夏の間、少人数のグループや社会的に離れた場所でのキャンプのス
ケジュールを用意しています。また、オンラインクラスを見つけることもできます。このリン

クを使ってオンラインで予約すると、PTAはあなたの購入金額の％を得ることができます。 
 
室内であるために開始を待っているスポーツ部：SantaClara市のチアが適切な色になる場合開
始できます 

● バドミントン部ーオレンジ 
● 男女バスケットボール部ー黄色 
● 男女レスリング部-黄色 
● 男女バレーボール部ー黄色 

 
**NEW＊＊教育長からのお知らせ 
3月5日のお知らせをここでご覧ください。 
 
**NEW** スポーツ支援についてのミーティング 
3月17日（水）午後 7:30 
全てのすべての親御さんが参加いただけます。ミーティングはすべての人が参加できます。 
運動のコーチ Curt Johansenが運動の情報をアップデートします。 
 
Zoom詳細： 
https://us02web.zoom.us/j/8320178414?pwd=V0dPd2tXSVlCL0REMUl0cGR2cE5OUT09 
ミーティングID: 832 017 8414 
パスワード：567109 
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**NEW** 4月の行事　ーGunn11年生のSAT試験日ー　22年卒 
SATの試験日について変更があったので新しい4月12日から16日までの スケジュールを見てく
ださい。 
学校でのSAT試験 - 変更されたスケジュール 
 
 
**NEW** PiE調査がきました 
毎年春に私たちはあなた達が学校のガイドラインについてどう思っているか聞きたいです。そ

こから来年のガイドラインを考えます。今年の調査は行えませんーメールの受信を見てくださ

い。数分しかかかりません。あなた達の意見を私達は聞きたいです。　 
 
**NEW** 無料でGunnとFletcherの生徒さんの自転車を直します 
3月20日と27日（土）午後1時から5時（事前にサインアップ） 
3月20日と27日午後1時から5時まで無料で自転車を直します。受付は今週中にSchoologyででき
ます。そして来週eNewsでもできます。半分以上のGunnの生徒さんは2019年自転車もしくは歩
きで登校しました。直しは外、GunnキャンパスのBow ジムの前で行います。そして自分の自転
車の登録をこちらでしてくださいhttps://saferoutes.paloaltopta.org/bicycle-registration/自転車を
盗む人が増えています。毎回自転車をロックしてください. いい時間が過ごせるように頑張りま
しょう！ この自転車修理サービスはPalo Alto, Gunn PTSAとVolofixによるSafe Routes to 
School Programを通して無料で提供されています。 
 
**アップデート** 最近に行われたZOOM会議のメモ・記録 

● ３月３日の11年生Navianceのプレゼンテーションの録画 
● ２月２６日の校長とのコーヒーからのメモと録画 
● ２月２３日のガン保護者Wellness Education ナイトの録画 
● ２月１７日の11年生カウンセリングナイトの録画 

 
**NEW** パンデミックが終わった後の世界でデジタルに強い十代を育てる 
3月11日（木）午後7時 
このイベントで席を予約したい方は、このリンクで申し込んでください。このイベントは、ガ

ンのウェルネスグループによって催されています。詳細はここ。 
 
子供のためのキャリア開発（CCE）– 保護者向けの情報会議 
3月12日（金）午前9時 - 午前10時 
Dr. Jeong Choe と Rachael Kaci は、CCE Team です。この２人は保護者のためにキャリア月間
イベント、Gunn と Paly の夏研修期間とWork Study プログラム、どうやって夏の研修期間/働く
機会の情報を提供します。ぜひ来てください。Gunn と Paly のスタッフ、保護者、生徒のおか
げで初めてのPAUSD Career Month が3月19日（金）に始まります。含まれることは、キャリア
話し手シリーズ、Women in STEM パネル、ジョブフェアとキャリアの道のフェアです。CTEの
プログラムについての詳細はこちら。質問を持ってきてください！ズームの詳細は、会議を1日
前 UpToUsで送られます。 
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Scott Fried との保護者エッドウェビナー –  パンでニック先の子育て 
3月16日（火）午後7時 
Scott Fried は青少年、スピーカーとColby Collegeでの年次講師です。この方は、生徒が言って
いることを聞くのが大好きです。彼は、思春期のパラドックスを、私たちの子供たちが自分た

ちが誰であるかを見られることを切望しているが、「見つけ出される」ことを恐れていると説

明しています。学校に戻り始めながら、ディスタンスラーニングと違うチャレンジが発生しま

す。このオンラインウェビナーでは、Scottさんは保護者達に子供のアドバイスをします。ウェ
ビナーリンクは、イベントの前に送られます。 
 
**NEW**１２年生のための第6地区奨学金 
高校１２年生は、第6地区PTAを通じてバーバラエメリッヒ奨学金に応募することを検討するこ
とをお勧めします。 2年制または4年制大学への進学を計画している学生を支援するために、そ
れぞれ750.00ドルの2つの奨学金を利用できます。応募者は、現在高校１２年生であり、高校の
PTA / PTSAのメンバーである必要があり、教育、カウンセリング、メンタリング、家庭教師/就
学前または特別なニーズのある子供たちとのボランティア活動などのコミュニティサービスの

記録を持っている必要があります。申請は、2021年5月7日金曜日の深夜までにオンラインに
て。アプリケーションをオンラインで送信できない場合は、programs @ capta6.orgまでご連絡
ください。情報とアプリケーションへのリンク：https://capta6.org/scholarship/ 
 
** NEW ** PTAC環境行動委員会 
環境に優しい情報！廃棄物ゼロの昼食。詰め替えて再利用し、無駄を省きましょう！蜜蝋ラッ

プ、魔法瓶、シリコン収納袋、お弁当箱などの再利用可能な容器にランチを詰めましょう。

ヨーグルト、フルーツ、ジュース、チップス、クラッカーには詰め替え可能な容器を使用して

ください。ステンレス製または竹製のカトラリー、布ナプキン、再利用可能なウォーターボト

ルをご持参ください。 
 
** NEW **ティーンインターンシップ 
Get Involved Foundationは、学生の興味に応える有意義なコミュニティエンゲージメントプロ
ジェクトを提供します。私たちは、すべての学生が自分の興味をより大きな目的に結び付けら

れるよう、長期的な奉仕プロジェクトはより深い奉仕学習体験を生み出すことができると信じ

ています。今すぐインターンシップインスティテュートにサインアップしてください。ここで

は、学生が地域社会に利益をもたらすプロジェクトを開発する際に、外向きの考え方とデザイ

ン思考に焦点を当てた包括的なカリキュラムに従います。インターンシップは、学生がサイン

アップするとすぐに開始されます。 getinvolvedfoundation.orgで詳細を確認し、サインアップし
てください。詳細については、projects @ getinvolvedfoundation.orgに電子メールを送信してく
ださい。 
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**更新** 3月19日（金）Career Monthsスタート！ 
PalyxGunn Career Monthは、3月19日（金）のSELF / Advisory授業から始まります。翌22日か
ら26日までのランチ時間は、Career Speaker Series（業界の専門家によるライブ質疑応答）、
次の週はCareer Pathway Seriesです。Women in STEMパネル、ジョブフェア、Career 
Pathwayフェアなど多くのイベントが予定されています。Career Pathwayフェアは、高校卒業
後の進路について13種類のCTEパスウェイを紹介するものです。詳細については、Work 

Experience教員のRachael Kaci rkaci@pausd.orgに問い合わせるか、こちらのWebサイトサイ
ト・チラシにアクセスください。 
 
**NEW** 10年生（Class of 2023）保護者ネットワーク　バーチャルコーヒータイム 
3月19日（金）午前9:00-10:00　Zoomミーティング 
バーチャルコーヒータイムのご案内です。サマースクール、サマージョブ、キャンパスへ戻る

計画など、気になることを何でも話し合いましょう。ズームのリンクは前日夜にUpToUs経由で
送信されます。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！ 
 
**NEW** Gunn 心の健康についてのミーティング 
3月22日（月）午前10:00 -午後3:05  

Gunn Mental Health Conferenceが二週間後の3月22日（月）に開催されます！会議は授業時間
に合わせて一日行われます。学生たちがメンタルヘルスのさまざまなトピックについて、専門

家、スタッフ、卒業生の話を聞く機会です。どのピリオドに聴講するかは各自選ぶことができ

ます。参加できない場合は、課題や振替について先生に相談してください。登録リンク：

tinyurl.com/mentalhealthghs。質問のある方はKateWilliams（SEC Wellness Commissioner) に

メールまで。 
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**アップデート** ガン学生の為のサマースクール 
登録期間は３月８日から４月１日です。 
今年のサマースクールは、キックスタートクレジット、又はクレジット回復のために、オンラ

インではなく直接顔を合わせる形で行われます。セッション１は６月１４から７月２日まで、

セッション２は７月６日から７月２３日までです。生徒は１セッションにつき１つのキックス

タート（一般教育）コース、又は２つの単位回復クラスを受ける事ができます。クレジット回

復コースに興味のある方は、カウンセラーに連絡してください。詳細、コースカタログ、スケ

ジュール、登録情報、およびリンクはサマースクールページをご覧ください。 
 
キックスタートコースは、夏の間、生徒にクレジットコース、又は非クレジットコースの両方

を提供しています。クレジットコースでは、生徒が通常の学年コースの負荷を軽減でき、さら

に１つ又は２つのセッション（合計１０単位）の対面授業を受ける事ができます。リビングス

キルは、両方のセッションともオンラインで提供され、来年12年生の生徒だけに提供されま
す。非クレジットコースは、コースカタログでは通常提供されていない、補足コースとして提

供されています。言語イマージョンコースでは単位と成績は授与されません。コースカタログ

とキックスタート登録リンクは来週からアクセスが可能になります。 
 
クレジット回復コースは、学年度中にD、F、パス無し、又はマーク無しを受け取った生徒に対
してサマーセッションごとに最大２つのコース（合計２０単位）を対面授業で回復できます。

今年の夏にクレジット回復コースを受ける事に興味がある場合は、学校のカウンセラーに連絡

してください。カウンセラーは、全てのクレジット回復コースを承認および生徒のために登録

し、登録の確認連絡は2021年３月１５日に送信されます。 
 
来年12年生の生徒の場合：リビングスキルは来年12年生の生徒に限定されており、個別の登録
です。リビングスキルの登録はこのリンクを使用してください。経済学はUCスカウトを通じて
提供され、個別の登録です。経済学の登録にはこのリンクを使用してください。 
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