
謹啓　PSB の保護者の皆様の皆様 

ご承知のように、当学区では明日承知のように、当学区では明日のように、当学区では明日当学区では明日では明日明日 10 月 20 日（火）からからハイブリッド学習モデル学習モデルモデルへの移行を開始します。より多を開始します。より多開始します。より多します。より多多
くの生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をに戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をってくることを開始します。より多、当学区では明日スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をとても私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をしみにしています。学区では明日からの最新情報を時間をを開始します。より多時間をを開始します。より多
かけてお読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。みいただき、当学区では明日各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。からの情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を来ているかメールの受信箱も確認してください。ているかメールの受信箱も確認してください。も私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を確認してください。してください。

*注意：ハイブリッドスケジュールに関する情報は、すべてハイブリッド学習モデルスケジュールに関する情報は、すべてする情報を時間をは明日、当学区では明日すべて RemotePlusモデルの生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をのみを開始します。より多対象としていまとしていま

す。現在、当学区では明日K-8リモートラーニングアカデミーに在籍している生徒のスケジュールに変更はありません。している生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をのスケジュールに変更はありません。は明日あり多ません。

ハイブリッド学習モデルモデルのスケジュール
ハイブリッド学習モデルモデルのスケジュールでは明日、当学区では明日RemotePlus の現在の 1 年生から 12 年生の生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をは明日、当学区では明日週 2.5 日、当学区では明日自

宅の学校での対面授業と週の学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。での対面授業と週と週 2 日のリモート授業と週を開始します。より多ローテーションで受けることになり多ます。すべての変更はありません。点はは明日、当学区では明日

更はありません。新された学区では明日のカレンダーで確認してください。することが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をできます。校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。長の指示がない限り、すべての生徒（の指示がない限り、すべての生徒（が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をない限り、すべての生徒（り多、当学区では明日すべての生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を（First to 
Return のコホートの一部であることが確認された生徒を含む）はハイブリッドスケジュールに移行しますのでであることが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を確認してください。された生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をを開始します。より多含む）はハイブリッドスケジュールに移行しますのでむ）からは明日ハイブリッド学習モデルスケジュールに移行を開始します。より多しますので
ご承知のように、当学区では明日注意ください。

月、当学区では明日火、当学区では明日木、当学区では明日金 水　(早上がりが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をり多, ランチなしなし)

BEEP 8:00 a.m. - 12:15 p.m. (変更はありません。なし)

K-8      年生  8:00 a.m. - 2:30 p.m. 8:00 a.m. - 12:00 p.m. 

9  〜  12      年生   (Brookline      ハイス  
クール  )  

8:20 a.m. - 3:00 p.m. 8:20 a.m. - 12:15 p.m.

ハイブリッド学習モデルモデルでは明日、当学区では明日同期学習モデルと非同期学習モデルを開始します。より多使用して生徒に授業を行います。コホートが遠隔で学習しして生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をに授業と週を開始します。より多行を開始します。より多います。コホートが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を遠隔で学習しで学習モデルし
ている間を、当学区では明日担任の先生やスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニの先生やスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニスペシャリストの先生は明日、当学区では明日学習モデルのライブタッチなしポイント、当学区では明日個別のクラスワーク、コミュニのクラスワーク、当学区では明日コミュニ
ティや仲間との関係を構築する機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のやスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ仲間をとの関する情報は、すべて係を構築する機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のを開始します。より多構築する機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のする機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度ののための時間をを開始します。より多作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のり多ます。学区では明日全体のカリキュラムも調整され、今年度ののカリキュラムも調整され、今年度のも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を調整され、今年度のされ、当学区では明日今年度のの
厳しい制約の中で最も重要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からしい制約の中で最も重要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からの中で最も重要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からで最も私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を重要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からなスキルと生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をの成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からに対応できるように優先順位が付けられました。今からできるように優先順位が付けられました。今からが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を付けられました。今からけられました。今から 12
月末までの間に、学習目標についてはまでの間をに、当学区では明日学習モデル目標についてはについては明日こちらを開始します。より多クリック。
　明日 10 月 20 日から、当学区では明日1 年生から 8 年生までのすべての RemotePlus の生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をは明日、当学区では明日それぞれの学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。から提
供される新しいスケジュールに従います。直接面談の開始日は以下の表に記載されています。される新しいスケジュールに従います。直接面談の開始日は以下の表に記載されています。います。直接面談の開始日は以下の表に記載されています。の開始します。より多日は明日以下の表に記載されています。の表に記載されています。に記載されています。されています。

ハイブリッド学習モデルモデル開始します。より多スケジュール

学年 日付けられました。今から

1-2 年生 2020 年 10 月 20 日

3-9 年生 2020 年 10 月 26 日

10-12 年生 2020 年 11 月 9 日

ここ数日の間をに、当学区では明日あなたとお読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。子さんが安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそさんが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそして登校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。できるように、当学区では明日学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。のリーダーから期待されていることやそされていることやスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニそ
の他の手続きについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていの手続きについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていきについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていられてきているは明日ずです。お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。子さんが安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそ様のスケジュールが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をまだお読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。手元に届いていに届いていいてい
ない場合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いやスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ、当学区では明日登校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の手続きについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていきについてご承知のように、当学区では明日質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をある場合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いは明日、当学区では明日お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。子さんが安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそ様の担任の先生やスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニの先生やスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。長の指示がない限り、すべての生徒（先生にお読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いい
合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いわせください。

https://www.brookline.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=651&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=8998&PageID=1
https://sites.google.com/psbma.org/psb-student-learning/curriculum?authuser=0
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/2020-2021%20District%20Calendar_Revised_10.15.20.pdf


第１週目

 月 火 水

(12:00pm 下の表に記載されています。校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。)
木 金 

コホート A 対面 対面 対面 リモート リモート

コホート B リモート リモート リモート 対面 対面

第２週目

 月 火 水

(12:00pm 下の表に記載されています。校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。)
木 金 

コホート A 対面 対面 リモート リモート リモート

コホート B リモート リモート 対面 対面 対面

ボランティや仲間との関係を構築する機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のアのお読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。願いい
より多多くの生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。舎に戻ってくるのに合わせて、学校の日中のランチの時間や休み時間などの時間帯に監に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をってくるのに合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いわせて、当学区では明日学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の日中で最も重要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からのランチなしの時間をやスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ休み時間などの時間帯に監み時間をなどの時間を帯に監に監
督をしてくださる保護者のボランティアも募集しています。ボランティアには、を開始します。より多してくださる保護者の皆様のボランティや仲間との関係を構築する機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のアも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を募集しています。ボランティアには、しています。ボランティや仲間との関係を構築する機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のアには明日、当学区では明日CORI フも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をォームも調整され、今年度のに記入し、バーし、当学区では明日バー
チなしャル安全トレーニングに参加していただく必要があります。ボランティアを申し出られる場合は、学校の校長していただく必要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をあり多ます。ボランティや仲間との関係を構築する機会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のアを開始します。より多申し出られる場合は、学校の校長し出られる場合は、学校の校長られる場合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いは明日、当学区では明日学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。長の指示がない限り、すべての生徒（
先生に連絡してください。してください。

学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。保健サービスからの更新情報サービスからの更はありません。新情報を時間を
私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をたちの生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日地域社会のための時間を作ります。学区全体のカリキュラムも調整され、今年度のの健サービスからの更新情報康と安全が最優先事項であることに変わりはありません。ブルックライと安全が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を最優先事項であることに変わりはありません。ブルックライであることに変わり多は明日あり多ません。ブルックライ
ン市がが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を COVID-19試験場を開始します。より多開設し、し、当学区では明日PSB のすべての生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をとスタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を利用して生徒に授業を行います。コホートが遠隔で学習しできるようにする予定であることであること

を開始します。より多お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。知のように、当学区では明日らせします。この試験場は明日 10 月から 12 月まで、当学区では明日週 5 日、当学区では明日1 日 8 時間を稼働します。します。PSB では明日、当学区では明日タウンから
の詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていな情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を入し、バーり多次第、当学区では明日最新情報を時間をを開始します。より多お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。伝えしていきます。えしていきます。

お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。子さんが安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそさんの教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をやスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。で陽性のケースがあった場合は、のケースが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をあった場合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いは明日、当学区では明日学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。長の指示がない限り、すべての生徒（先生やスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ看護師から通知されますから通知のように、当学区では明日されます。私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をは明日、当学区では明日
この移行を開始します。より多期間を中で最も重要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からにあなたを開始します。より多サポートするためのリソースやスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ資料を理解するために、私たちのを開始します。より多理解するために、私たちのするために、当学区では明日私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をたちの医療サービスチーサービスチなしー
ムも調整され、今年度のが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を公開した情報を時間をを開始します。より多確認してください。することを開始します。より多お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。勧めします。注意事項として、運動場を含むすべての学校の建物は、学めします。注意事項であることに変わりはありません。ブルックライとして、当学区では明日運動場を開始します。より多含む）はハイブリッドスケジュールに移行しますのでむすべての学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の建物は、学は明日、当学区では明日学
校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の時間を帯に監に学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の建物は、学にいる生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をのために予約の中で最も重要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からされています。これは明日、当学区では明日生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をとの距離を保つための要件をを開始します。より多保つための要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今から件をを開始します。より多
確保するのに役立ち、連絡先の追跡が必要な場合には、学校の看護師チームを支援します。ち、当学区では明日連絡してください。先の追跡が必要な場合には、学校の看護師チームを支援します。が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を必要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からな場合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いには明日、当学区では明日学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の看護師から通知されますチなしームも調整され、今年度のを開始します。より多支援します。します。

まだの方は、は明日、当学区では明日健サービスからの更新情報康と安全が最優先事項であることに変わりはありません。ブルックライ証明書に記入し、バーし、当学区では明日お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。子さんが安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそ様の予防接種が正確で最新のものが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を正確で最新のも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をのであることを開始します。より多確認してください。してください。お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。
子さんが安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそさんの予防接種が正確で最新のもの要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今から件をを開始します。より多遵守する必要がありますので、ご注意ください。する必要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をあり多ますので、当学区では明日ご承知のように、当学区では明日注意ください。

私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をたち一人一人は明日、当学区では明日パンデミックが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を始します。より多まって以来ているかメールの受信箱も確認してください。、当学区では明日COVID-19 のガイド学習モデルラインと手順を開始します。より多守する必要がありますので、ご注意ください。り多、当学区では明日お読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。互いの安全を守いの安全を開始します。より多守する必要がありますので、ご注意ください。
るために努力してきました。これらの対策には、今後も積極的かつ警戒心を持ち続けなければなりません。推してきました。これらの対策には、今後も積極的かつ警戒心を持ち続けなければなりません。推には明日、当学区では明日今後も積極的かつ警戒心を持ち続けなければなりません。推も私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を積極的かつ警戒心を持ち続けなければなりません。推かつ警戒心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそを開始します。より多持ち続けなければなりません。推ち続きについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていけなければなり多ません。推
奨される家庭用品、リスク軽減戦略、通知手順を含むすべての健康に関する最新情報は、される家庭用して生徒に授業を行います。コホートが遠隔で学習し品、当学区では明日リスク軽減戦略、当学区では明日通知のように、当学区では明日手順を開始します。より多含む）はハイブリッドスケジュールに移行しますのでむすべての健サービスからの更新情報康と安全が最優先事項であることに変わりはありません。ブルックライに関する情報は、すべてする最新情報を時間をは明日、当学区では明日ここまたは明日学生健サービスからの更新情報
康と安全が最優先事項であることに変わりはありません。ブルックライサービスのウェブサイトで確認してください。することが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をできます。

その他の手続きについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていの特記事項であることに変わりはありません。ブルックライ
先週、当学区では明日登録・入し、バー学課（Office of Registration and Enrollment)では明日、当学区では明日学区では明日内の全家庭を対象にの全家庭を開始します。より多対象としていまに居住確認してください。の送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いてい

付けられました。今からを開始します。より多開始します。より多しました。ご承知のように、当学区では明日本人とご承知のように、当学区では明日家族がが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を 2020-21 年度のにブルックラインに居住していることを開始します。より多確認してください。するため、当学区では明日簡

http://www.brookline.k12.ma.us/nurses
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https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/4/10.13%20Health%20Letter%20Hybrid%20Reminder.pdf
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https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/25/COVID-19%20Return%20To%20School%20Procedures%20FINAL.pdf


単な電子版の居住宣誓供述書にご記入ください。このフォームは、な電子さんが安心して登校できるように、学校のリーダーから期待されていることやそ版の居住宣誓供述書にご記入ください。このフォームは、の居住宣誓供される新しいスケジュールに従います。直接面談の開始日は以下の表に記載されています。述書にご承知のように、当学区では明日記入し、バーください。このフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をォームも調整され、今年度のは明日、当学区では明日10 月 27 日（火）からまでにご承知のように、当学区では明日記入し、バーください。こ

のフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をォームも調整され、今年度のには明日 www.brookline.k12.ma.us/verifyresidency からも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をアクセスすることが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をできます。

11 月 2 日（月）からに、当学区では明日リモートプラスからリモートラーニングアカデミー（RLA）からへ、当学区では明日または明日リモートラーニングアカ

デミー（RLA）からからリモートプラスからへの切り替えの変更が可能になりますり多替えの変更が可能になりますえの変更はありません。が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を可能になりますになり多ます。当初の計画に沿って、ご家庭での計画に沿って、ご家庭でに沿って、ご家庭でって、当学区では明日ご承知のように、当学区では明日家庭で

は明日、当学区では明日切り替えの変更が可能になりますり多替えの変更が可能になりますえを開始します。より多決定であることする前に、少なくともに、当学区では明日少なくともなくとも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を 1 学期は明日選択した学習モデルをご利用いただくようお願いしていました学習モデルモデルを開始します。より多ご承知のように、当学区では明日利用して生徒に授業を行います。コホートが遠隔で学習しいただくようお読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。願いいしていま

す。この変更はありません。を開始します。より多申し出られる場合は、学校の校長し出られる場合は、学校の校長た生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をは明日、当学区では明日11 月 16 日（月）からにクラス分けを開始しますが、この日までは現在のクラスにけを開始します。より多開始します。より多しますが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日この日までは明日現在のクラスに
留まる必要があります。学校は入学者の変更に備えて計画を立て、準備をする時間を必要とするため、早期のまる必要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をあり多ます。学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。は明日入し、バー学者の皆様の変更はありません。に備えて計画を立て、準備をする時間を必要とするため、早期のえて計画に沿って、ご家庭でを開始します。より多立ち、連絡先の追跡が必要な場合には、学校の看護師チームを支援します。て、当学区では明日準備えて計画を立て、準備をする時間を必要とするため、早期のを開始します。より多する時間をを開始します。より多必要なスキルと生徒の成果に対応できるように優先順位が付けられました。今からとするため、当学区では明日早期の
変更はありません。には明日対応できるように優先順位が付けられました。今からできません。生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をは明日学習モデル管理システムも調整され、今年度の（Learning Management System）からを開始します。より多通じて、当学区では明日教師から通知されますが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を提

供される新しいスケジュールに従います。直接面談の開始日は以下の表に記載されています。する教材にいつでもアクセスすることができますが、現在からにいつでも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をアクセスすることが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をできますが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日現在から 11 月 16 日までの間をに現在在籍している生徒のスケジュールに変更はありません。している学
習モデルモデルの授業と週に出られる場合は、学校の校長席しなかった場合は、欠席扱いとなります。しなかった場合や、登校の手続きについてご質問がある場合は、お子様の担任の先生や学校の校長先生にお問いは明日、当学区では明日欠席しなかった場合は、欠席扱いとなります。扱いとなります。いとなり多ます。

この選択した学習モデルをご利用いただくようお願いしていまについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いてい情報を時間をは明日、当学区では明日10 月 26 日の週に共有されます。引き続き、されます。引き続き、き続きについての詳細が送られてきているはずです。お子様のスケジュールがまだお手元に届いていき、当学区では明日リニューアルオープンのハブに
更はありません。新情報を時間をなどを開始します。より多掲載されています。することが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をあり多ます。

今後も積極的かつ警戒心を持ち続けなければなりません。推の予定であること
● 10 月 20 日（火）から 1 年生から 2 年生までの全 RemotePlus の生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日ハイブリッド学習モデルモデルのスケ

ジュールの下の表に記載されています。、当学区では明日対面授業と週のために校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。舎に戻ってくるのに合わせて、学校の日中のランチの時間や休み時間などの時間帯に監に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をり多始します。より多めます。
● 10 月 26 日（月）から 3 年生から 9 年生までの全 RemotePlus の生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日ハイブリッド学習モデルモデルのスケ

ジュールの下の表に記載されています。、当学区では明日対面授業と週のために校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。舎に戻ってくるのに合わせて、学校の日中のランチの時間や休み時間などの時間帯に監に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をり多始します。より多めます。
● 10 月 27 日（火）から 住民宣誓供される新しいスケジュールに従います。直接面談の開始日は以下の表に記載されています。述書（Affidavits of Residency）から提出られる場合は、学校の校長期限り、すべての生徒（

● 11 月 2 日（月）から〜6 日（金）から すべての生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をは明日別のクラスワーク、コミュニの学習モデルモデル（Hybrid/RemotePlus または明日 RLA）からへ
の選択した学習モデルをご利用いただくようお願いしていま変更はありません。することが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をできます。

● 11 月 9 日（月）から 10 年生から 12 年生までの RemotePlus の全生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日ハイブリッド学習モデルモデルのスケ
ジュールの下の表に記載されています。、当学区では明日対面授業と週のために校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。舎に戻ってくるのに合わせて、学校の日中のランチの時間や休み時間などの時間帯に監に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をり多始します。より多めます。

生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をたちを開始します。より多学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をすための最終準備えて計画を立て、準備をする時間を必要とするため、早期のを開始します。より多するにあたり多、当学区では明日この数週間を、当学区では明日学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。の指導者の皆様やスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ教育者の皆様たちが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を行を開始します。より多ってき
た、当学区では明日信じられないような仕事ぶり多を開始します。より多認してください。めていただければと思います。生徒のニーズを第一に考えながら、これまいます。生徒が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をのニーズを第一に考えながら、これまを開始します。より多第一に考えながら、これまえなが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をら、当学区では明日これま
で以上がりに一人一人が教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を努力してきました。これらの対策には、今後も積極的かつ警戒心を持ち続けなければなりません。推を開始します。より多重ねてきました。今、当学区では明日私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をたちは明日非日常的かつ警戒心を持ち続けなければなりません。推な時代を生きていますが、ハイブリッドモを開始します。より多生きていますが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間を、当学区では明日ハイブリッド学習モデルモ
デルは明日、当学区では明日新たな挑戦とチなしャンスを開始します。より多も私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をたらしてくれるでしょう。この移行を開始します。より多期を開始します。より多乗り越えるためには、成長する痛みやり多越えるためには、成長する痛みやえるためには明日、当学区では明日成長の指示がない限り、すべての生徒（する痛みやみやスペシャリストの先生は、学習のライブタッチポイント、個別のクラスワーク、コミュニ
フも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をラストレーションが教室に戻ってくることを、スタッフも私もとても楽しみにしています。学区からの最新情報を時間をあるでしょう。しかし、当学区では明日一年間をの指導と学習モデルの成功に向けて、一緒に乗り越えていけるであに向けて、一緒に乗り越えていけるであけて、当学区では明日一緒に乗り越えていけるであに乗り越えるためには、成長する痛みやり多越えるためには、成長する痛みやえていけるであ
ろうと確信してお読みいただき、各学校からの情報が来ているかメールの受信箱も確認してください。り多ます。

敬具

ジムも調整され、今年度の

http://www.brookline.k12.ma.us/reopen
http://www.brookline.k12.ma.us/verifyresidency

