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冬休み中の食事提供

12 月 21 日から 1 月 1 日までの冬休み期間中、1〜18 歳までの子供を対象に無料で食事
提供があります。冬休み期間中の食事提供を受けるには事前の申し込みが必要です。
朝食 5 回分と昼食 5 回分が入ったミールボックスを 12 月 22 日と 29 日の午前 11 時か
ら 12 時までの間、以下の場所で提供します。Aloha, Beaverton, Southridge, Sunset,

Westview の各ハイスクールと、 Vose 小学校です。 食事の受け取りは、これらの学校
の生徒である必要はありません。
お申し込みは、 Winter Break Meal Request Form へ 12 月 11 日（金）午後 9 時までに
必要事項をご記入下さい。食事を必要とする子供 (1-18 歳)の人数をご記入下さい。
本とデバイスの返却をお願いします

学校の図書室では、返却期限を過ぎたり、紛失と記録されている本が 10,600 冊以上あ
ります。また、 2,200 冊以上の教科書やデバイス (現在、CDL で使用されていない物)
も返却が必要です。これらは生徒のベッドの下や、バックパックの中に入ったままにな
っているかもしれません。
これらのアイテムや、紛失した物についてはその料金を回収する必要があります。それ
ができて初めて、学校は将来の使用のために本やデバイスを交換し始めることが可能と
なります。
図書室から借りた本、昨年度の教科書、学校から借りたデバイス等（iPad、
Chromebook）で、生徒が現在使用していないものを探して下さい。
noreply@intouchreceipting.com または do-not-reply@nwresd.k12.or.us からのメ
ールが届いていないか、受信トレイを検索して下さい。
その後、BSD の学校へ返却して下さい。いくつかの選択肢があります。(マスク着用を
お願いします)
● 学校オフィスの開館時間内に学校へ返却する。学校によっては、夜間の返却時間
を設けている場合もあります。返却時間やその他の指示については、お子さんの
学校のニュースレターでご確認下さい。
● Library Book バスストップにて返却する。バスの停留場所や日時については
schedule and map をご覧下さい。
● Online Payment System にて紛失したアイテムの料金を支払う。

すでに返却した場合や、昨年の春に教室にアイテムを置いたままの場合は、メールで学
校の図書室スタッフに連絡してお知らせ下さい。図書室への返却アイテムはチェックイ
ン前に最大 1 週間隔離する必要があるため、オンラインアカウントの料金（罰金）が
訂正されるまでに時間がかかることをご了承下さい。
リソースを学校に戻し必要な生徒に再分配できるよう、皆様のご協力をお願いします。
BSD HELP Center へ寄付をお願いします
12 月の間、 Beaverton School District HELP Center では冬休みに向けて緊急時に必要
となる物資の寄付を受け付けています。
以下のアイテムの寄付を受け付けています:
● Fred Meyer $25 ギフトカード
● 筒状に巻いた 25 セント硬貨（コインランドリー用）
● 洗面用具等:
○ フルサイズのシャンプー
○ フルサイズのコンディショナー
○ フルサイズの歯磨き粉
○ フルサイズのデオドラント
○ フルサイズの石鹸（無香料）
○ トイレットペーパー
○ 洗濯用洗剤
○ 消毒用ワイプ
○ おむつ (全てのサイズ)
○ お尻ふき
○ 生理用品 (ナプキンのニーズが高いです)
○ 使い捨てカイロ
● 食料品:
○ ボトル入りの水
○ インスタントスープ
○ インスタントオートミール
○ グラノーラバー・栄養バー
○ クラッカー & チーズスナック
○ クラッカー & ピーナッツバタースナック
● ホームレスの生徒への緊急支援アイテム:
○ 新品の寝袋
○ 新品の靴下

○ 手袋
○ 帽子
○ マフラー
寄付品の受け渡し日時については、Lisa Mentesana 503-819-7300 または email:
Lisa_Mentesana@beaverton.k12.or.us までご連絡下さい。
新ミドルスクールの校名を募集中です

過去数年間にわたりスイングスクール（他校の校舎建て替え時の仮校舎）として使用さ
れてきた Timberland エリアの学校は、2021 年 9 月に新しいミドルスクールとして開校
します。 Policy FF に従い、教育委員会はコミュニティの提案に基づいて最終的な校名
を決定します。保護者、生徒、コミュニティメンバーの皆様に、教育委員会に対して校
名の提案をお願いします。地域社会に関連した校名が優先されます。 School Board
Policy FF により、現在生きている方の名前は校名として考慮されません。
校名の提案をご希望の方は、1 月 4 日（月）までに New Middle School Name
Suggestion Form へご記入下さい。
2021-2022 年度 Open Enrollment
2021-22 年度の Open Enrollment 申し込み受付が開始になりました。
申し込み受付は 12 月 7 日（月）から 1 月 22 日（金）午後 2 時までです。 online で申
し込むか、または各学校オフィスと学校区オフィスにて申し込むこともできます。紙で
の申請の場合は、申し込む学校へ提出して下さい。
Beaverton ハイスクール と Southridge ハイスクールにて、それぞれ 50 人分の Open
Enrollment 枠があります。エレメンタリー・ミドルスクールでは定員に余裕のある学
校はないため、来年度の Open Enrollment 実施はありません。 校長が最終的のどの学
年で他校からの生徒の受け入れが可能か最終的に決定します。詳細は、 Open
Enrollment webpage をご覧下さい。
テスト保留中

州知事の“凍結”指示により、Summa/SAT/ACT 等のテスト実施は当面の間保留とな
ります。
Clothes Closet への訪問
お子さんに新品または中古の服が無料で必要ですか？学校区運営の Clothes Closet が
お手伝いします。Clothes Closet 訪問には予約が必要です。予約は、 Clothes Closet

Appointments form に記入するか、503-356-4322 へお電話下さい。訪問できるのは、
大人 1 人と子供４人まで(または大人 2 人と子供 8 人まで)です。全員、マスク着用をお
願いします。マスクがない場合は、こちらで準備します。
Common Middle School Experience
2014 年、ビーバートン学校区内の全てのミドルスクールで共通の科目提供と一貫した
時間割（ベルスケジュール）を実施するための評価と勧告を行うため、タスクフォース
が招集されました。これは Common Middle School Experience と呼ばれています
学校区が取り組んでいるのは、主に以下の二点についてです:
● 現在、提供されている科目がミドルスクールによって異なります。特に選択科目
に関しては、その傾向が顕著です。住んでいる場所や通っている学校に関係な
く、全ての生徒が同じ質の高い教育と機会にアクセスできるようにすべきだと考
えます。
● 現在、 全ミドルスクールでの一貫したベルスケジュールがないため、クラスの
長さが学校により異なります。例えば、ある生徒は 1 日 85 分間の数学の授業を
受け、別の生徒は 57 分間の授業を受けています。公平性の観点から見れば、場
所に関係なく、全ての生徒が同じ長さの授業を受けることができるべきだと考え
ます。
教育長は数ヶ月間かけて、校長・教師・一般の方々からの提言・ご意見・コメントを
評価してきました。 BSD の全ミドルスクールで採用するスケジュールに関しては full
message をご覧下さい。
新しいスケジュールは、2021-22 年度開始時より実施となります。この困難なプロセ

スに関わって下さった何百人もの方々に感謝の意を表します。
WE コミュニティパートナーシップ

学校区 Communications & Community Involvement 部門は、学校区管理職やコミュニテ
ィメンバーとともに、2019-20 年度の優れたパートナーシップ活動をバーチャル WE
WE 授賞式にて表彰しました。
今週紹介する受賞者は、公立図書館の Washington County Cooperative Library
Services と協力し、 BSD の生徒たちへユースアクセスカードを提供した BSD ライブ
ラリースタッフです。 このプロジェクトは数年かけて作られ、Washington County
libraries からは 60 名以上の、またビーバートン学校区からは複数の部門から協力を得
ました。最終的には 30,000 枚ものカードが配布され、特に学校閉鎖中に BSD 生徒が

様々なリソースにアクセスする助けになりました。 こちらをご覧下さい。
https://youtu.be/5nMxWYKCnRY

今後の行事
バーチャル教育委員会ビジネスミーティング

2020 年 12 月 14 日（月）
6:30 p.m.
Meeting Materials
長期施設計画バーチャルフォーカスグループミーティング

2020 年 12 月 15 日（火）
6:30 - 8:30 p.m.
このセッションのライブ中継はありませんが、ミーティングは録画され学校区 youtube
channel にて後日ご覧になれます。
以下は、冬期休暇のため学校が休みです

2020 年 12 月 21 日（月） - 2021 年 1 月 1 日（金）
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