
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。 
 
 
１月１８日 
マーティンルーサーキングジュニアデーのため休校 
１月２７日 
午後６時半から　８年生の保護者向け情報ナイト 
２月５日 
春のバーチャルクラブフェア 
２月８日 
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**カウンセリングから親と家族へ「冬のニュースレター」 
手紙：９年生・１０年生・１１年生・１２年生 
１月１５日（金）に「カウンセリングニュースレター」がガンの保護者全員にメールで届いた

はずです。各学年、異なるニュースレターが送信れ、クラスの選択、今後のフェア、集会、会

議、サマースクール、テスト、大学入学、学費援助に関する重要な情報が含まれています。ま

だ読んでない方は必ず読んでください。リンクは上にリストされています。 
 
英語のクラスの本について 
１学期の本：1月19日から借りていた本を返せるようになります。1月19日以前に学校に返す必
要はありません。 
２学期の本：英語のクラスの本は1月19日の週の午後から借りることができます。 
詳しい詳細はもう少しお待ち下さい。本の題名や時間帯は先生がクラスで教えてくれます。質

問がある方は Ms.Gloverに連絡してください： lglover@pausd.org 
 
**NEW** Gunn SEC (Student Executive Council) 生徒会実行委員会 アップデート 
SECはGunnの多様なコミュニティを見せるために “SEC TV”を始めます。 
春のクラブフェアーが2月5日に行われます。ここでは新しい生徒さん達が新しい学期に新しい
クラブを見つけるとてもいいイベントです。ラブウィークは2月9日から11日に行われます。 
 最後に、ソーシャルディスタンスをとって映画を楽しくみんなで見れるようにGunn PTSAは映
画プロジェクターやスクリーンを買うのに $5000使う事を許可しました 
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**NEW** Gunn SEC (Student Executive Council) 生徒会実行委員会 アップデート 
SECはGunnの多様なコミュニティを見せるために “SEC TV”を始めます。 
春のクラブフェアーが2月5日に行われます。ここでは新しい生徒さん達が新しい学期に新しい
クラブを見つけるとてもいいイベントです。ラブウィークは2月9日から11日に行われます。 
 最後に、ソーシャルディスタンスをとって映画を楽しくみんなで見れるようにGunn PTSAは映
画プロジェクターやスクリーンを買うのに $5000使う事を許可しました。 
 
**NEW** シニア（12年生）の保護者の皆さんが集まるミーティング 
1月23日午後7時　zoomにリンクはUpToUsでミーティングの前に送られて来ます。 
このミーティングでは保護者の皆さんに来てPTSAの会長の Kimberly Eng Leeと今年の春どのよ
うになるのかを話合うことができます。生徒さん達が普段のように学校に通う事ができなくて

もPTSAは他の行事で生徒がキャンパスに来れるように考えています。私たちは ホームカミン
グ、卒業式やSr. Partyを楽しみにしています。今私たちが考えているアイデアに興味があるもし
くは質問がある場合は是非来てください。 
 
**NEW** What a Year! Book 
イヤーブックが今年は作成されるかどうかを疑問に思っていますか？そうです! イヤーブックク
ラスは、今年のオリンピアンをまとめるために一生懸命働いてきました。この愛の作品をお見

逃しなく! 皆のために十分な数のコピーがあるように、今日中にGunn SACを通して注文してく
ださい： https://gunn-titans-store.myschoolcentral.com/ 
 
**NEW** ガン教育委員会連絡員ジェシー・ラドミラの挨拶 
ガンコミュニティの皆さん、こんにちは！私は新しい教育委員会の連絡係になることにワクワ

クしています。PAUSDに4人の子供を持つ親として、私は今の学校が生徒や家族にとっていか
に困難な状況にあるかを痛感しています。私は、子供たち全員のために可能な限り最高の教育

体験を創造するためのリソースとパートナーになりたいと思っています、COVIDの間、そして
それ以降も。皆さんの知恵がなければ、私の仕事を効果的にこなすことはできません。私はで

きるだけ多くの皆さんとつながる方法を探していきたいと思っています。質問や懸念事項、会

話を歓迎します。敬具、ジェシー・ラドミラク 
 
**NEW** ガンPTSAの役員会に参加したり、21-22年のイベントの議長を務めたりしませんか？ 
ガンの素晴らしいコミュニティに貢献しながら、他の保護者、教師、スタッフ、生徒との交流

に興味がありますか？来年のガンPTSA理事会への参加、またはガンPTSAのイベントや活動の
司会をご検討ください。今年のガン指名委員会の保護者は、Annie Bedichek、Karrie Chen、
Anne Marie Hallada、Julia Jacobsen、Jackie Liangと、Audrey GoldとPilar Hsueが補欠として
参加しています。指名委員会の仕事は、次年度の新しいPTSA執行委員会と、PTSAの行事や活
動のためのその他の委員長を見つけることです。ご興味のある方は、ジュリア・ヤコブセン 
（juliacjacobsen@gmail.com）までご連絡ください。 
 
**NEW** ガンの春の部活 
ガンの部活は月曜日から金曜日、毎日集まっています。もしあなたの生徒が秋からの部活に興

味を持っていなかったら、新しい春の部活をチャーターする締め切りは、1月27日（水）午後4
時です。 

● リンクとチャーターされた部活の動画 
● 新しい春部活のアプリケーションのリンク:  https://tinyurl.com/y3nfqb2w 
● Gunn バーチャル春クラブフェアは、2月5日（金） 

 
 

https://gunn-titans-store.myschoolcentral.com/
mailto:juliacjacobsen@gmail.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SPFYknS-Pdt60ULqPmam6lk75sv5MPR3-zllONdMK1m_3ohgRbe7YSBB0XMsaChkK91fOB6VGuE9mqAo-vm7FZE9sA-LmF8So2h-YgYUl6vrDScvofiypciab8Ja-ezCskA_VUtMroTCxxKZ0hO1BZlyNCl1Y86UP9rK01FirO7VwEXbj6zIb7nvVQa9vLWGXP3qlOyX5jbPL6MP0gDzrmHQNQVrne-FRin2DVprruspYdgtxzyZqzzDB0qNq9cPCK5EVfq4XTpqs=&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SP8ooDeMJMGocOV36vuDnqS4ujw8b-yBDRLZjMvJXvbVSdGUP8vB-YQKSp7dtRAe3KPO5OFPBtRDWfNx6Wb9BE1A==&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
https://tinyurl.com/y3nfqb2w


** NEW **パロアルトプレーヤーズ提供：THE LAST FIVE YEARS 
パロアルトプレーヤーズは、90番目となる今シーズン、オフブロードウェイのミュージカル、
「THE LAST FIVEYEARS」を上演します。実生活でも夫婦であるクリスとマラ・ソテロが主演
する、この親密で魅力的なミュージカルは、現代演劇のアイコンであるジェイソン・ロバー

ト・ブラウンが、さまざまな方向に進む若いカップルの5年間の関係を記録しています。THE 
LAST FIVE YEARSはステージで撮影され、2021年1月29日から2月14日までオンデマンドビデ
オストリームとして利用できます。ストリーミングチケットは、1世帯あたり25ドルから、
paplayers.orgまたは電話で販売されています(電話番号：650.329.0891） 
おおよその実行時間：90分（休憩なし） 
推奨年齢：16歳以上 
 
** NEW**　グリーンのヒント：段ボール箱を平らに潰しましょう 
段ボール箱がたまっていますか？隣人が段ボールが必要かどうかを最初に確認してください。

そうでない場合は、すべての梱包材を取り除き、段ボールを平らに潰して、BLUEリサイクル
カートに入れてください。入り切らない段ボールは紐で束ねて、青いカートの横に置くことも

出来ますが、GreenWaste会社は現時点でドライバーが材料を手で集めることを最小限に制限し
ています。 
 
親とティーン向けの今後のズームワークショップ： 
ACSの薬物使用治療チームは今後数か月にわたって、無料のズームによるワークショップを、
保護者、介護者、および若者のサポートについてもっと学びたいコミュニティの方々のために

提供しています。 1975年に設立されたACSは、現在、サンタクララとサンマテオ郡のコミュニ
ティで4つのコアプログラムを実施しています。キャンパス内カウンセリングプログラム、青年
期薬物乱用治療プログラム、コミュニティカウンセリングプログラム、アウトレット、ベイエ

リアのLGBTQ +ティーンにサービスを提供しています。 http://www.acs-teens.org 
1月21日午後6：30-7：30　あなたのティーンと話しましょう（ここから登録） 
2月4日午後6：30-7：30　ティーンの「普通」とは何ですか？脳と社会開発　（ここから登録） 
2月18日午後6：30-7：30　ティーンに制約を設定するにはどうすれば良いですか？（ここから
登録） 
 
** NEW **スタッフ助成金の発表 
GunnPTSAは今年、教育の新たな取り組みを促進するための助成金として総額$23,000を授与し
ます。秋のBack-to-Schoolキャンペーンで、保護者から大きなサポートを頂いたおかげです。助
成プログラムのうち、9つには今月授与し、残りの10は秋に予定しています。助成金は、クラス
ごと、または学校全体で、生徒を惹きつける独自の方法で生徒を指導・支援する取り組みに使

われます。地元ビジネスを支援するため、スタッフは学用品を地元の業者から購入しましょ

う。助成先はこちらで確認できます。 https://gunn.paloaltopta.org/teacher-grants/ 
 
** NEW ** UptoUsのGunn Online Directory 更新 
今週、UptoUs上のGunn Online Directoryに66の家族が新たに追加されました。Gunnコミュニ
ティにようこそ！　すでに登録済みの皆さん、学年が始まった後に行ったメールアドレス変更

やグループ脱退は保存されていないため、再度変更する必要があります。保護者の名前、学生

の名前と学年、変更内容をお書き添えの上、uptous@gunnpta.orgまでメールでお送りくださ
い。よろしくお願いします。 
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** NEW ** Superintendent（教育長）のメッセージ 
教育長が1/14（木）と1/15（金）に発表したメッセージはこちら。 
Santa Clara CountyがCOVID-19リスクを紫レベルに変更したニュースはこちら。 
PAUSD教育委員会　議事録アーカイブはこちら。 
 
**NEW** Titan 計画ガイド 
Titan 計画ガイドは、Gunn のカウンセリングの部署が作成くれて、Gunn の生徒や家族に便利で
す。春のジュニアから秋のシニアたちの大学進学計画がふくまれています。あと： 

● Naviance の紹介とキャリアのリソース 
● 大学のテストと先生からの推薦の情報 
● 大学を決めるときのファクター 
● 大学のリストを作成するための注意事項 
● コミュニティーカレッジ、CSUとUCの情報 
● アプリケーションとエッセイの書き方 
● 大学訪問のアドバイス 
● 財政援助 

 
**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** パンデミックの子育て：PTAからの無料スピーカシリーズ 
水曜日、木曜日　１月21日から三月の間 
無料のウェビナーサインアップをこちらでお願いします。このウェビナーでは地域の保護者

の皆様へ、無料で子育てのサポート資料を紹介し、不確実な時期でもサポートできるところ

です。ウェビナーでのトピックはオンライン学校の子育てサポート、コロナウイルスの間で
の家族の心情的サポート、自家働きの間の家族生活をよくする、パンデミックの間の子育て

：最初はN95マスクを！、あなたと家族の幸せ、バランスのある生徒などです。ほかのト
ピックや以上の情報はこちらのリンクを！ 
 
**NEW** 高校生向けの市民参加インターンシップ 
2020年にカルフォルニア州教育省は地域の市民問題に取り組む学生を紹介するため、Civic 
Engagement Seal　を採用しました。PAUSDとLeague of Woman Votersのメントールとの
協力で、PAUSDはこの賞を授与するコミッティーを結成しています。コミッティーに興味
ある生徒はここでサインアップできます。その他の無給のインターンシップの機会には、地
域の筆者の本のリリースをサポートする、non-profit group の100 Days of Conversations (仕
事内容)のソーシャルメディアインターンが含まれます。インターンシップはソーシャルメ
ディア関係で地域の筆者のブックリリースを手伝う、のぼランチアなどの機会があります。

もっと情報や詳細はWork Expieirnce の先生、Rachael Kaci (rkaci@pausd.org)に問い合わせ
ください。 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746wlZ8JST7Ln1J-dAlLAC4WtwZUrxNBuEU2GWDjwkKNSTmns_H2-Y3m65EgXbkOLm6W1qi2UvD3szbUwh95iHlrO_8XLg2sVzIgLD4AjmZUrKvrYzEErfNob9RUaN3PGzV1ETcEUn3h5owxLKiz_0huqn5bURRsA90DoeDktTbyVFDbfDJTWbBn223bmuq4t-w_8MCZ70sfqdm8UYBK-k5Vdzt5ig_1YHn0UXmrSeCTs-&c=hlwUYsgOipCuJ3ir6NaXDoN4iNu18LJrUmfl1_9t1WeTjEO9zXJ0Ew==&ch=Qcs2QBE2mKBInWseY2aRiQ3A542ZsutGcQhCMNnrnvQOoYAJsWtmpg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd98vK6Xx_YnQCPjKu0XXt2MOTBZj6WB1cbxq9inM9uVlyaDF2z6hGucM9AJAiGm08SjEh_6sUXG1vWO_ZzktJ8WE1K4n_3HsXzb07gt0-rCBL_TRWQKMwouLrI9zLjr4Uc_lmNdWbnixQkdyuNLW_6zX7KyKnO1jf48BIUzDSdyIPp_rqRZAE-1DgnAqlFz1HQkWox6XQv6exTO4qmkSoN1nC3939TxGB8NQNarJhFk9Y&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001bdce2jPraVqNN0ddx8sMZn1uLpGshjNJ5u_czySzUXAv5WIG0a746-whDpGMOLHc_Zj5fB82sVqeQ9SrDvDzbsiC9eIfZnW4UZX5Y3xhwZghj6vtRabJ6KNCakig_z0k_NP60x8rpfsTCCtmlVPvMPlhPi0RxmulpYeGjgZpXmXL7_-CO3UcMTfronLYFSCM&c=hlwUYsgOipCuJ3ir6NaXDoN4iNu18LJrUmfl1_9t1WeTjEO9zXJ0Ew==&ch=Qcs2QBE2mKBInWseY2aRiQ3A542ZsutGcQhCMNnrnvQOoYAJsWtmpg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SP7xGZxbs-1HyOi6yPOwE1r9YU47oBWLa3e59ydnppkzHW2fctAURqLGQQTUQ0Hz3kBmP2f8Q4cXR_lUFjQW19zPsHcivcAv-NsqBwYs6CZfEHjJQLpg_HNRgCPqNmDAvhG5Dr1xDE0dv4Z6ILJP2h6A==&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0019tJGtwbLh3IlDjgo6xiGqxY7zkXMhBrPiJ3-UrJcMLpX9CV6Eshd9wHSvit6A1SP7xGZxbs-1HyOi6yPOwE1r9YU47oBWLa3e59ydnppkzHW2fctAURqLGQQTUQ0Hz3kBmP2f8Q4cXR_lUFjQW19zPsHcivcAv-NsqBwYs6CZfEHjJQLpg_HNRgCPqNmDAvhG5Dr1xDE0dv4Z6ILJP2h6A==&c=Fr56Ye5qJDr1KbDVOZy2O9pQNzbnMyTIFcaFdb5Y-F7DvZUibQMSBA==&ch=cGEXvyQt2spZgJbIfM2YkglEQcbtw5oiQPG6T4cA8AdzFDWbmK8pDg==
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カリフォルニア州、地域Stay-at-Home Order延長 
最近のカルフォルニア州公衆衛生局の発表により、地域のICUのベッド容量が15％未満のま
まであるため、当初1月8日に期限が切れる予定だったstay at home orderを延長しました。 
現在のすべての制限は、４週間でベイエリアでのICUベッドが15％以上の容量になるまで有
効です。 カルフォルニア州はベイエリアのICU予測を評価し、終了するための基準を満たし
ているか決定を数日間後に発表します。 
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