
Gunn Connection 
 
カレンダー 
11月17日 (金) 
パロアルトのパンダエクスプレスにて10年生クラスの募金活動 
11月20(月)〜24日(金) 
休校日ー感謝祭ホリデー 
11月28日(火) 
午後６時半よりPaly Media Arts Centerにて「”活力源”勉強会」 
11月29日(水) 
スタンフォードショッピングセンター、CPK (カリフォルニアピザキッチン)にて12年生の

募金活動 
11月30日(木) 
午後７時半よりPalyにて冬期バンドコンサート　 
12月4日(月) 
午後４時よりStaff Loungeにて自治体ミーティング 
 

Gunn 
パンダエクスプレスにて2020年卒業クラスのファンドレーザー 
11月17日(金)午前11時〜午後11時、Panda Express 2310 El Camino Real, Palo Alto 
 
売り上げの20％が2020年のクラスに寄付されます。 
日時：11月17日(金)午前11時〜午後11時 
場所：パンダエクスプレス 
アドレス：2310 El Camino Real, Palo Alto (El CaminoとCalifornia Avenue角の近く) 
このチラシ(flyer)を見せるかお持ちの携帯などで提示してください。 
 
安全に周りから見えるように 
日没後、自転車のライトを法律上つけてなければなりません。どんどん日が短くなってきて

いるため自転車通学の生徒はヘッドライトとリフレクターを絶対につけてください。暗くな

ると周りが見にくくなりますのでライトを早めにつけてください。ハンドルバーのライトが

あれば周りの車などから自転車がしっかりと見えます。強いライトのほうがいいですが、お

値段が少し高くなる場合があります。テールライトとリフレクターは自転車の周りから見や

すい場所につけてください。ライトはリフレクターより効果的なので赤いテールライトがお

すすめです。少し高いかもしれませんが生徒の安全は一番です。自転車通学の情報はこちら 
http://saferoutes.paloaltopta.org/index.shtml 
 
自転車を大切にしましょう！鍵を忘れずにいつもかけましょう！ 
最近自転車盗難が多いので私たちはPAPDと共に犯人を捕まえようとしています。生徒の皆

さんは忘れずに自転車に鍵をかけてください。夜間に自転車を学校に置かないでください。

また、PAPDで自転車をライセンスを取得すると、盗難された場合に見つかる可能性が高く

なりますので、おすすめです。Click here for illustrations of how to correctly lock your bike. 
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前回の記事より： 
 
シニアクラス募金活動：カリフォルニア・ピザ・キッチン 
11月29日(水)の朝11時から夜９時、California Pizza Kitchen, Stanford Shopping Center, 
Palo Alto 
シニアクラス募金活動をCalifornia Pizza Kitchen(CPK) でサポートしましょう！ 
皆様方がCPKでお支払になられるうちの20％が2018年度卒業クラスの募金となります。

オーダーをする際にこのチラシを見せるとCPKがあなたのお支払金額の20％をGunn High 
School PTSA に寄付し、2018年度卒業クラスのために使われます。 
重要：CPKは参加人数を知る必要があるのでこちらのリンクからサインアップしてくださ

い。ご協力ありがとうございます。 
 
 

Gunn Athletics 
Gunnのフットボールの記事(article)を見てください。今シーズンの成績が上位で終わればい

いですね! (www.paloaltoonline.com, 11月10日, 41〜42ページ) DJ  バーンズさんが引き続き

チームのスターです。Joyce Shea さんもクロスカントリーで活躍していて、少なくとも3
回は賞を受賞しています。素晴らしい！Go Titans! 
 
前回の記事より： 
 
選手表彰 
Gunn Sports Boosterは 水球選手のZoe Banksに大きな感謝を送りたいと思います。彼女の

素敵な記事はパロアルトオンライン11月3日発行、45ページ目www.paloaltoonline.comに掲

載されております。ZoeはUSAナショナルチームプログラムに参加したことがあります。こ

れからも彼女の成功体験を聞くことは間違い無いでしょう。Go Titans!  
 
 

PAUSD & PTAC 
 
”NEW”　学区長からの週刊メッセージ（11月9日金曜日） 
Karen Hendrickの週間報告をInfinite Campus で受信できなかった場合のために、ここに原

文を再投稿しています。 
”今週一週間は、日曜日の夕方Gunn High School 合唱団による素晴らしい秋期合唱コンサー

トをスタートに始まりました。Bill Libertore の指揮のもとで、約150名程の生徒たちが歌

い...続きを読む 
 
希望、助け、強み:Gunn & Paly Sources of Strength in Palo Alto 
11月28日(火曜日), 6:30-8:30 PM, Palo Alto High School, Media Arts Center, 
 50 Embarcadero Rd, Palo Alto 
この度私たちPAUSDは GunnとPalyの保護者の皆様方、生徒、地域の方々を招待して

Source of Strength(活力源）のことを学ぶ機会を設けました。このプログラム(Source of 
Strength) は高校生の回復力、活発性を促進させるために作られたものです。今回はゲスト

スピーカーとしてスタンフォード大学のDr. Shashank Joshi を招き、彼の研究と知識につい
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て話していただきます。今回は彼に加え、Gunn & Paly Source of Strength Student Leader( 
活力源プログラム生徒リーダー）も参加することとなっております。全文はこちらで Flyer  
 
CAC　休暇中歓迎お茶会 (無料） 
12月15日(金曜日), 8:30 - 10AM, Lucie Stern Community Center 
1305 Middlefield Rd, Palo Alto 
特別な支援を必要としている子供を育て行く上、保護者にとっては課題なるチャレンジが待

ち構えています。そのため、自分自身の身をいたわることはとても大切なことです。そこで

私たちは朝食バフェ、健康関連の抽選、学区長アシスタントLena Conawayのプレゼンを含

む歓迎お茶会を開催することにいたしましたので、是非ご参加ください。このイベント内の

プレゼンの内容は全生徒、特に特別支援学級生徒たちの平等、アクセス、健康、安全などと

なっております。Ms.ConwayはPAUSDの新しいリーダーの一人であり、学区長アシスタン

ト戦力的運営/率先者として特別支援学級、カウンセリング、生徒達の健康を監督していま

す。チャイルドケアは用意しておりませんが、お子様達もご参加いただけます。スペイン語

翻訳も用意しています。このイベントはPalo Alto Community Advisory Committee for 
Special Educaiton and the Palo Alto Council of PTAs が開催したものです。質問等ある場合

はこちらに連絡してください。paloaltocac@gmail.com。参加/不参加の報告はして頂けると

助かりますが、必須ではありません。サインアップ 
 
 

Community（コミュニティ） 
 
歌うのが好きな方はいますか？Cantabile Youth Singersと一緒に歌いましょう！ 
K-9の方の申し込みとオーディションはただいま行われています。 
２０１８年、冬・春の申し込みは２０１７年１１月１５日から開始となります。 
Cantabileは４歳から１８歳までの若い歌い手達に最高の音楽教育をしているシリコンバ

レー地区、地域密着型の子ども向けコーラスグループです。丁寧に考えられた革新的なカリ

キュラムで合唱の基礎、楽譜の読み方を学ぶことはもちろん、感謝の気持ちなども学べ、さ

らには歌手として成長するために重要な友情なども暖い家族のような雰囲気の中で育むこと

ができます。また、私たちは歌、ムーブメント、即興、楽器、ミュージシャンとしてのあり

方などのクラスも用意しています。３年生から９年生の方は今日中にオーディションを受け

ていただくことになりますが、K-2の方は１１月１５日から始まるクラスへの申し込みが可

能です。春から始まる新しい２０１８年の学期を私たちと歌って楽しく過ごしましょう！

オーディションやその他の詳細は info@cantabile.org または 650-424-1410 までご連絡くだ

さい。教室は通いやすい Los Altos にあります。ぜひ cantabile.org もご覧ください。  
 
 
Musikiwest コンサート 
日時: 11/30 (木) 7:30pm 
場所: Mitchell Park Library (Palo Alto) 
値段: 18歳以下の方: 無料 / 年配の方: $10 / その他の方: $15 
プログラム 

- J.S. Bach. Art of the Fugue I-IV 弦楽四重奏 Dave Brubeck  
- Chaconne 弦楽四重奏 Oswaldo Golijov  
- Mariel チェロ、マリンバ Andy Akiho  
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- Deciduous バイオリン、スティールパン Michael Tork 
- Mojave 弦楽四重奏、マリンバ  

演奏者 
バイオリン - Kristin Lee, Tien-Hsin Cindy Wu 
ビオラ - Dimitri Murrath  
チェロ - Michelle Djokic  
パーカッション - Ian Rosenbaum  

詳細: www.musikiwest.org  
 
クリスマスDIY（学年9年生から12年生） 
第一回目：１２月５日　火曜日　午後4時から6時　Mitchell Park Library, 3700 Middlefield 
Rd, Palo Alto 
第二回目：１２月５日　火曜日　午後6時から8時　Mitchell Park Library, 3700 Middlefield 
Rd, Palo Alto 
友達やご家族の皆さんと一緒にクリスマスDIYを体験しませんか？工作が好きな人や、創造

的なことをすることが好きな人にピッタリのクリスマスDIYを用意しています。必要な道具

はこちらで用意してありますので、ぜひ楽しんでいってください！ 
 
期末テスト対策をリンコナダ図書館で 
12月16日、17日　午後1時から9時　Rinconada Library, 1213 Newell Rd, Palo Alto 
リンコナダ図書館で期末テストの勉強や準備を手伝っています。静かに勉強する場所に、軽

食もあります。期末テスト対策のため、リンコナンダ図書館は午後６時から９時まで開館し

ております。図書館に遅くまで残る場合は学校のIDを持参してください。 
 
期末テスト対策 
12月18日、19日　午後3時から9時　Mitchell Park Library, 3700 Middlefield Rd, Palo Alto 
期末テストの勉強でストレスが溜まっていませんか？ミッチェルパーク図書館では、期末テ

スト対策をする高校生のため少しでもストレス軽減をと思い、卓球やビリヤード、ビデオ

ゲームなどの娯楽を用意しています。何かお悩みがありましたら、Teen Center では悩み相

談を受け付けています。更に、図書館のセラピー犬に癒やされてみるのもおすすめします。

期末前の高校生を中心にサポートしていきますので、ぜひ来てください。 
 
年末スペシャル青年作文クラブミーティング＠RI 
12月21日、 4-5:30 PM, Rinconada Library, 1213 Newell Rd, Palo Alto 
新規・現在メンバーどちらの方々もこの作文プロジェクトに参加できます。このプロジェク

トでは創造的な記念品を作文の題やアクティビティに基づいて作ることができます。 
登録は必須です。6年生から12年生のみ。 
 
青年金曜日映画＠RI 
12月22日、4-6 PM, Rinconada Library, 1213 Newell Rd, Palo Alto 
冬休みの始まりを図書館のマルチスクリーンでお祝いしましょう！鑑賞者達は当日観たい映

画に投票できます。登録は必須です。6年生から12年生のみ。 
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El Camino 青年交響楽団新規メンバーオーディション 
フレンチホルン、サクソフォン、バスーン、パーカッション奏者を募集しています：El 
Camino 青年交響楽団は最低一年の個人レッスンを受講したことのある若く、やる気に満ち

た奏者達をオーディションに歓迎しています。ECYS はオーケストラ合奏、初心者からシニ

ア交響楽団などと、全てのレベルに対応できるプログラムも提供しています。このプログラ

ムで奏者達はプロレベルのレパートリーに挑戦することができます。オーディションは12
月から1月上旬にかけて行われます。プログラムは春季に行われ、グループは毎週Terman 
Middle School でリハーサルがあります。オーディション参加希望の方はこちら 
loribingham@ecys.orgに連絡してください。詳細はこちらからご覧になれます。 
 
Palo Alto 生徒達のための交換留学プログラム 
あなたの生徒は留学に興味がありますか？あなたのご家族は交換留学生の接待することに興

味はありますか？AFSは1000人のアメリカからの高校留学生、2200人の海外からの交換留

学生をもつ、アメリカ最大級の交換留学支援団体です（内、Bay Area に31人）。現在AFS
はPalyに一人、通常Gunnに1人か2人の生徒を派遣しております。詳細はこちらから、もし

くはjbk1524@gmail.comに連絡してください。 
 
前回の記事より： 
 
クィアとみんなのブッククラブミーティング 
11月15日(水)、４−５ PM、リンコナダ図書館、1213 Newell Rd, Palo Alto 
ティーンみんなで集まってLGBTQ+の本について話しましょう。11月の本はBenjamin Alire
さん作 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universeです。参加申し込みが必要

です。8年生から12年生のみ。 
 
ティーンライティングクラブ NaNoWriMo ミーティング 
11月16日 (木)、4−5: 30 PM、リンコナダ図書館、1213 Newell Rd, Palo Alto 
今月のミーティングでずっと書きたかった本を書きましょう。周りからのインスピレーショ

ン、フィードバックを受け、スナックも用意してあります。参加申し込みが必要です。6年
生から12年生のみ。 
 
火曜日のティーンのもの作り：LED ホリデーカード 
11月21日 (火)、４:３０−５:３０PM、ミッチェルパーク図書館、3700 Middlefield Rd, Palo 
Alto 
みんなでLEDを使ったホリデーカードを作りましょう。材料はこちらで準備します。参加申

し込みが必要です。６年生から１２年生のみ。 
 
クイズイッチトリビアナイト 
11月30日(木)、７:００−８:３０PM、リンコナダ図書館、1213 Newell Rd, Palo Alto 
あなたはハリーポッターのことをよく知ってると思いますか？お気に入りの本と映画からの

質問を含むトリビアナイトのチャンスを逃さないで！チームで参加するか、来てからチーム

を作ってください。参加申し込みが必要です。大人と生徒, ９年生以上の方。 
 
メンロウバレエ発表会：It’s a Wonderful Nutcracker 
12月８−10日と１６−１７日、Menlo-Atherton Performing Arts Center, 555 Middlefield Rd, 
Atherton 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=1qarjayb7dfsd#to%253Dloribingham%252540ecys.org%2526cmid%253D1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=1qarjayb7dfsd#to%253Dloribingham%252540ecys.org%2526cmid%253D1
http://www.ecys.org/
http://www.afsusa.org/
mailto:jbk1524@gmail.com
https://www.google.com/maps?q=1213+Newell+Rd,+Palo+Alto&entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps?q=1213+Newell+Rd,+Palo+Alto&entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps?q=3700+Middlefield+Rd,+Palo+Alto&entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps?q=3700+Middlefield+Rd,+Palo+Alto&entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps?q=555+Middlefield+Rd,+Atherton&entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps?q=555+Middlefield+Rd,+Atherton&entry=gmail&source=g


1940年代のクラシックの “It’s a Wonderful Life” と伝統的映画のナッツクラッカーをコラボ

させたバレエのパフォーマンスです。この作品は周りにいる人達の大切さを伝えてくれま

す。今シーズン私たちは、いかに結びつきの力と寛容さが、欲と対立に勝るかを付け加えま

した。あなたとあなたの家族が見たいと思うようなホリデイ作品です。開演時刻、チケット

の詳細はこちら。http://menloweballet.org. 
 
今までのコミュニティ記事をご覧になりたい場合はこちらまで。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://menloweballet.org/
http://gunn.paloaltopta.org/enews/#archives

