
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。 
 
 
１２月７日 
午後３時半〜５時にセルフスージングバッグが利用できます 
午後６時　ガン高校アニュアルデータナイト 
１２月８日 
YCSバーチャルサービスフェア 
１２月１５日 
ファイナルウィークの初日 
１２月１７日 
本の返却の最終日 
１２月１９日 
EPHドネーションドライブの最終日 
 
 
＊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

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。 
 
アクティビティヒーローの冬クラス 
冬休みキャンパスとクラスは直接会う事もオンラインでも可能です。スケデュールは

ActivityHeroで。オンラインで申込をするとPTAが少し払ってくれます。リンクは 
https://www.activityhero.com/go/paloaltopta。https://www.activityhero.com/go/scholarships 
から申込をするとお金の補助があります。 
 
Palo Alto Christmas Bureau 
64年間 Palo Alto Chirstmas Bureauは金銭面で助けが必要な人を助けてきました。祝日の時期に
なると沢山の優しい人がお金を募金して助けが必要な636人の家族を助けました。全体で2500人
の人を助けました。お子さんのいる家族、一人の大人と高齢者の方々です。 ウェブサイトに
行ってみんなが楽しめる冬休みにしましょう！Christmas Bureauはお金、宗教が関わらない、
全部がボランティアーが主催しているものです。もう2020年のキャンペーンに参加してくだ
さった方はありがとうこざいます。http://www.christmasbureauofpaloalto.org 
 
**NEW**Ecumenical Hungerプログラムのホリデー寄付ドライブ 
今から１２月１９日まで 
ガン高校のThe Dream ボランティアクラブは１２月１９日の土曜日まで、イーストパロアルト
でEcumenical Hungerプログラムのホリデー寄付ドライブを開催しています。缶詰、ドライフー
ド、トイレタリー、クリスマスギフト、ギフトカードなどを集めています。EHプログラムから
の公式なウィッシュリストや詳細はこちらのリンクをご覧ください：tinyurl.com/EHPdrive2020 
ドロップオフボックスは、ガンのフロントオフィスと２箇所の学生寮（バロンパークとメッ

チェルパク近辺）にあります。正確なアドレスについては、ydngunn@gmail.comにメールして
ください。皆様のご支援に心より感謝申し上げます。そして、皆さんが良いホリデーシーズン

を過ごせることを願っています。 
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英語のクラスの本  
英語のクラスの本はドロップインベースで返却・交換されます。 
いつ：１２月１７日までの月曜日か木曜日 
時間：午後３時から４時 
場所：イングリッシュオフィス（N100) 
返却する本をお持ちの方は１２月１７日までの月曜日か木曜日にお立ち寄りください。返却期

限が過ぎている本も返却できます。 
 
**NEW** パロアルトを結ぶ 
パンデミック中ですが、パロアルトのレールロードのクロッシングの分けのデザインの計画が

まだ行われています。独立したXCAP委員会は、１２月の終わりまでレポートパロアルト市議会
に送ります。市議会は早くて２０２１年の２月にこのレポートを話し合います。Safe Routes to 
School のボランティアと徒歩や自転車をプロモートする目的のグループたちは、安全で誰もが
使えるデザインを欲しがっています。去年、半分以上のPAUSDの高校の生徒は学校に行くのに
徒歩や自転車を使いました。私たちは、生徒たちが安全、直接、と快適な基盤を必要としてい

ます。学校のコミュニティーたちは、https://connectingpaloalto.com で情報を再確認してくださ
い。質問のある方は、Jim が Peter - Safe Routes to School Committee の議長に聞いてください
：pausdptasrts@googlegroups.com。 
* https://www.cityofpaloalto.org/gov/depts/trn/safe_routes_to_school/default.asp 
 
**NEW** Mills College の財政援助のイベント 
12月10日（ 木）午後4時半ー午後6時 
https://millscollege.zoom.us/j/96118814647 
この情報セッションはだれに対しても開かれています。今は難しい時期で、生徒やその家族は

財政援助のことが頭の中にあると思うので、そのサポートをするのにこのイベントを開催しま

す。ぜひ参加して財政援助と大学進学計画のことを習いましょう。翻訳のいる方は、Miki Reid 
にコンタクトしてください。mreid@mills.edu 
 
**NEW** Paly の RISE TOGETHER のために食べに行きましょう 
12月11日（金）と12月12日（土） 
Town ＆ Country Village の J.McLaughlin and Kirk's Steakburgers をサポートしてください。こ
の二つのビジネスは Rise Together Education に寄付をしています。Rise Together Education 
は、低所得のPalyの人たちが大学にいけられるようにサポートをするグループです。自宅にいな
がら、ショッピングできるように、こちらをクリック。 
 
**NEW**無料でコロナウイルスPCR検査を受けられる場所
https://www.sccgov.org/sites/covid19/pages/covid19-testing.aspx 
 
**NEW**Santa Clara Countyのコロナウイルスアップデート
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/home.aspx 
旅行による強制的公式な指令：Santa Clara County Department of Healthからの公式な指令はコ
ロナウイルスの伝染を少なくするためのプランや情報が書かれています。この指令は市からは

１５０マイル以上旅をした方は戻り後１４日間隔離をするお願いがででいます。 
もっと情報はこちら 
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ホリデーファミリーシングアロング 
12月4、5、11、12日午後7時 
12月6日と13日は午後2時 
放映時間：1時間15分（休憩なし） 
推奨年齢：すべての年齢に適しています 
ホリデーファミリーシングアロングは、2020年12月13日までストリーミングされるプレイヤー
ズのオンラインシリーズ、「ホームバウンド・キャバレー」の最終キャバレーです。芸術監督

のPatrickKleinによる独自のコンセプトにより、キャバレーは自宅での視聴、体験出来る劇とし
て設計されています。特別なサプライズゲストが出演します。ライブストリームでも、または

ライブストリームの24時間後までオンデマンドで視聴できます。シングルストリーミングチ
ケット（$ 20）は、現在paplayers.orgまたは電話650.329.0891で販売されています。 
 
2021年　パロアルト言論弁論キャンプオンライン 
6月7-11日と6月14-18日 
言論部門は午前10時から午後12時まで 
弁論部門は午後1時から3時まで 
第17次パロアルト言論・弁論キャンプ2021（PASDC)への登録申し込みは2020年12月1日から
です。全米での高校ランキングに入っているパロアルトの言論・弁論部は学生対カウンセラー

の比率が4対1であり、学生に個別の注意とサポートを提供します。 PASDCの基本プログラムと
上級プログラムは、すべての経験レベルの参加者にカスタマイズされたカリキュラムを提供

し、高校レベルの競技に向けて学生を訓練します。キャンプ参加者の安全を確保するため、昨

年同様、オンラインプラットフォームの経験を積んだカウンセラーによる、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、当社のWebサイトにアクセスするか、
palyspeechanddebate @ gmail.comまでお問い合わせください。 
 
** NEW ** Math Masters: コンテスト対策や難問に挑戦する5th-7th grade向けプログラム 
1月29日～4月30日毎週金曜日、午後4時～5時ズームミーティング 
Math Mastersは、学校で通常で習う数学レベルでは満足しない5th-7th gradeの生徒を対象に数
学の魅力を伝える、Gunn学生が運営するプログラムです。今回のセッションには、ポーカーの
確率論、線形形式、集合体などが含まれます。セッションは1月29日スタート、詳細は
bit.ly/MathMastersWinter2021をご覧ください。登録・受講は無料です。登録は
https://bit.ly/2VB2yYx にて、1月15日まで受け付けています。ご質問は 
h2homeworkheores@gmail.comまでメールでお問い合わせください。 
 
** NEW **　もっとグリーンに！ ホリデーカード 
ホリデーカードをお探しなら、まずリサイクルショップ、www.freecycle.org、Craigslist、
Nextdoor、近所を当たってみましょう。 100％リサイクル原料や、樹木以外の原料で作られた
カードを探してみてください。 古いカードは、裏面をはがしたり、別のカードに貼ったり、ギ
フト箱やタグ、葉書に使ったりして、再利用することもできます。子供のアートやデジタル

カードにも！ 子供たちは動くカードに夢中になります。 
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** NEW **スタンフォード小児科による小児COVID-19セミナーシリーズ 
12月10日スタート、毎週木曜日　午後12時～1時　ズームミーティング 
スタンフォード小児科は、患者家族および一般の方向けに週1回のセミナーシリーズを開催しま
す。このフォーラムでは、COVID-19感染の子供や周辺コミュニティに対する影響について取り
上げます。 
12月10日: COVID-19オープンフォーラム 
1月7日: COVID-19と神経学 
Zoomで参加する場合: 
https://stanford.zoom.us/j/94846938153?pwd=aGdUYkdITTNQVjB2QjQybVZyYmdiQT09 
電話で参加する場合:（650）724-9799、ズームID: 948 4693 8153, パスワード: 802044 
詳しくはこちらこちら。 
 
**NEW** 管理者からのメッセージ 
管理人の12/4（金）のメッセージを読むにはこちら。 
サンタクララ郡がパープル・ティアに移行しました。 
PAUSD教育委員会会議アーカイブ 
 
**NEW**カメラON：あなたの顔が見たいです！ 
Gunn/JLS の聖歌隊の先生 Angelina Fitzhugh と他の PAUSD の中学校の聖歌隊の先生方に感謝
します。”カメラをつけて！”https://youtu.be/2QWWa8QnVwg (Vicki Sue Robinsonの1976年の
ヒット曲 "Turn the Beat Around "を知っている人はいますか？) 合唱団の先生方の素晴らしい演
奏をもっと聞きたい方は、Youtubeの "Junior HiFi "というチャンネルをチェックしてみてくださ
い。他の中学校の先生方が出演しているのは、Jesse Denny (Fletcher)、Kristen Redaniel (JLS)
、Susia Martone (Greene)、Andrew Hathaway (Castilleja)です。 
 
**NEW**リテラシーのアップデート  
ロサンゼルス郡教育局 - 識字教育分野の著名な専門家によるウェビナー：https://www.lacoe.edu  
様々な学ぶ機会を提供します。  

● スカーボローのロープの上部に焦点を当てた、AIM学習研究研究所のバーチャルティー
チング技術ウェビナーシリーズ。 

● ディスレクシア・イニシアチブ：読書の科学に関する親のためのシリーズ、マー-ヴィ・
ハゴピアンによるプレゼンテーション。無料＆継続中 
https://institute.aimpa.org/resources/virtual-teaching-techniques-webinar-series 

● COREのプロフェッショナル・ラーニング・ウェビナー・シリーズ 
https://www.corelearn.com/2020-21-webinar-series/?fbclid=IwAR1g_fiUm81w2HiWbu0St
_R077GbixLWM8lANGM21c6nMt-4XNphgr9z4D0 
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