
保護者各位

2021年ユニバーサル・サマー・プログラムの登録が開始されましたのでお知らせします。

ユニバーサル・サマー・プログラム（USP）は、ブルックラインパブリックスクールで2021年9月に1～8年生に
入学する在校生に、社会性と学業の充実をサポートするプロジェクトベースの学習に取り組む機会を提供しま
す。私たちの目標は、生徒が自分のスキルを磨く機会を提供しつつ、学習体験をインタラクティブに、楽しく
、活気あるものにすることです。生徒のチームは、2週間の各セッションで1つのコミュニティ・プロジェクト
に取り組みます。このプログラムは、2021年7月6～16日と7月19～30日の月曜日～金曜日に行われる2週間のセ
ッションで、対面式で実施されます。クラスは午前8時45分から午前11時45分まで、フロリダ・ラフィン・リ
ドレー・スクールで行われます。

セッション1（7月6〜16日）、セッション2（7月19〜30日）、または両セッション（7月6〜30日）のいずれか
に参加することができます。

セッション1: 2021年7月6〜16日

セッション 2: 2021年7月19〜30日

セッション 1&2: 2021年7月6〜30日

このプログラムは、参加する生徒すべてが無料となります。

各クラスは最大15名の生徒で構成されます。参加を希望する生徒には、朝食と昼食が提供されます。朝食は午
前8時15分から8時45分まで、昼食は午前11時45分から12時30分までです。

午前中のアカデミック・プログラムに加えて、午後には有料のエンリッチメント・クラスのオプションが用意
されています。この午後のプログラムは、ブルックライン・アダルト・コミュニティ・エデュケーションが主
催します。午後のプログラムについての情報は追ってお知らせします。

特別支援教育の一環としてESY（Extended School Year）プログラムを受ける資格のある生徒は、プログラム
の日時が重複しますのでご注意ください。 ESYサービスを受けている生徒は、スキルを維持するためにESYに
参加することをお勧めしますが、USPの一部または全部に参加することを希望されるご家庭もあると思います
。 USPに参加したためにESYに参加できなかった場合の振替サービスはありませんのでご注意ください。

USPへの入学をご希望の方は、2021年5月17日までに、電子版USP登録フォームにご記入ください。

2021年ユニバーサル・サマー・プログラムへのご参加をお待ちしております。ご不明な点がございましたら
、universalsummerprogram@psbma.org までお問い合わせいただくか、こちらをクリックして、よくあるご質
問をご覧ください。 

どうぞよろしくお願いします。
ユニバーサル・サマー・プログラム・チーム    



ブルックラインパブリックスクール

ユニバーサル・サマー・プログラム
2021年夏

よくあるご質問（FAQ）

1. ユニバーサル・サマー・プログラム（USP）は、すべての生徒が対象ですか？
ブルックラインの公立学校に在籍し、2021年9月に1～8年生に入学するすべての生徒 は、ユニバーサル
・サマー・プログラムに参加することができます。

2. USPのセッションの一部に参加することはできますか？
いいえ。USPでは、共同作業やプロジェクトベースのモデルを採用しているため、生徒は各セッショ
ンを2週間通して受講する必要があります。生徒は、セッション1：7月6～16日、セッション2：7月
19～30日、またはセッション1と2の両方：7月6日～30日のいずれかに参加することができます。

3. このプログラムにはリモート授業のオプションがありますか？
このプログラムは、フロリダ・ラフィン・リドリースクールで、対面で行われるものです。

4. すべての生徒の朝食と昼食は無料ですか？
はい。

5. ドロップオフとピックアップは何時ですか？
ドロップオフ

学校で朝食を食べたい生徒は、8時15分にドロップオフします。
学校で朝食を食べない生徒の場合、ドロップオフは8時35分からです。プログラムの正式な開始時間は
8時45分です。

ピックアップ

学校でランチを食べたい生徒は、12:30にピックアップします。
ランチを家に持ち帰りたい生徒、またはランチプログラムに参加していない生徒は、11時45分に迎え
に来ます。

6. 送迎はありますか？
ボストンにお住まいで、ブルックラインのMETCOプログラムに登録されている方には、送迎が提供さ
れます。

7. ユニバーサルサマープログラムの後、午後に子供のための他の活動はありますか？ 
USPファミリーの皆様には、ブルックライン・アダルト・コミュニティ・エデュケーションが運営す
る午後のエンリッチメントプログラムをご用意しています。このプログラムは有料で、フロリダ・ラ

フィン・リドリー・スクールで開催されます。USPのスタッフが生徒を午後のプログラムに移行させ
ます。この午後のプログラムについての詳細は近日中にお知らせします。

8. 子供がESY、プロジェクト・ディスカバリー、スター・アカデミーにも招待されている場合はどうな
りますか？

特別支援教育の一環としてESY（Extended School Year）プログラムを受ける資格のある生徒は、USPの
日時が重複することに注意してください。 ESYサービスを受けている生徒は、スキルを維持するため
にESYに参加することをお勧めしますが、USPの一部または全部に参加することを希望されるご家庭も



あることをご了承ください。 USPに参加したためにESYの時間が取れなかった場合の振替サービスは
ありませんのでご注意ください。

プロジェクト・ディスカバリーに招待された生徒は、USPの日時が重複していることに注意してくだ
さい。ご家族はプロジェクトディスカバリーとUSPのどちらかを選択することができます。

スター・アカデミーの1週目と2週目に参加する生徒は、USPのセッション2と日程が重なります。スタ
ー・アカデミーの3週目、4週目、5週目に参加する生徒はUSPとの重複はありませんので、USPとスタ
ー・アカデミーの両方に参加することができます。

USPに参加する生徒は、グループプロジェクト形式のため、登録した2週間分すべてのセッションに参
加する必要があります。



PSBユニバーサル・サマー・プログラム登録　
フォーム
ブルックラインのユニバーサル・サマー・プログラム（USP）にご興味をお持ちいただき、あ

りがとうございます。ユニバーサル・サマー・プログラムは、ブルックライン パブリック・ス

クールで2021年9月に1～8年生に入学する在校生に、社会性と学業の充実をサポートするプロ

ジェクトベースの学習に取り組む機会を提供します。私たちの目標は、生徒が自分のスキルを

磨く機会を提供しつつ、学習体験をインタラクティブに、楽しく、活気あるものにすることで

す。生徒のチームは、2週間の各セッションで1つのコミュニティ・プロジェクトに取り組みま

す。このプログラムは、2021年7月6～16日と7月19～30日の月曜～金曜日に行われる2週間の

セッションで、対面式で実施されます。授業は、フロリダ・ラフィン・リドリー・スクールで

午前8時45分から午前11時45分まで行われます。生徒は、セッション1（7月6～16日）、セッ

ション2（7月19～30日）、または両方のセッション（7月6～30日）に参加することができま

す。

お子さまの登録を完了するために、この登録フォームの該当する項目すべてにお答えください

。複数のお子さまをプログラムに登録する場合は、このフォームの最後にある「別の回答を送

信」ボタンをクリックしてください。USPに登録するお子さま一人一人に、別の登録フォーム

を記入していただく必要があります。この夏、あなたのお子さまと一緒に活動することを楽し

みにしています。

* 記入必須項目

Eメール*

_________________________________________________________________________

お子さまのお名前（ファーストネーム）*

_________________________________________________________________________

お子さまの好む呼び名

_________________________________________________________________________

お子さまの苗字（ラストネーム）*



_________________________________________________________________________

現在のお子さまの学年*

 キンダーガーテン

 1年生

 2年生

 3年生

 4年生

 5年生

 6年生

 7年生

 その他

お子さまの学校*

 ベーカー

 ドリスコール

 ヒース

 ローレンス

 リンカーン

 ピアース

 ラフィンリドリー

 ランクル



ユニバーサル・サマー・プログラム・セッション

ユニバーサル・サマー・プログラム（USP）では、コミュニティ形成と社会性と情動の学習を

サポートするプロジェクトベースの学習を行います。各2週間のセッションでは、生徒のチーム

が1つのコミュニティ・プロジェクトに取り組みます。このプログラムは、2週間のセッション

を2回、対面式で行います。セッション1は7月6日から16日まで、セッション2は7月19から30日

まで、週5日、午前8時45分から午前11時45分まで行われます。生徒は、2週間のセッションの

いずれかに参加するか、4週間すべてに参加するかを選択できます。ご家族の方は、お子さまが

参加したいと思うセッションに登録することができます。

お子さまの参加を希望するセッションをご記入ください。該当するものすべてにチェックを入

れてください。*

セッション１：7月6 16日

セッション２：7月19 30日



緊急・医療情報

緊急連絡先*

プログラム中に緊急事態が発生した場合、どちらに連絡すればいいか、緊急時の連絡先を2つ記

入してください。名前、姓、電話番号、Eメール、生徒との関係を記入してください。

_________________________________________________________________________

医療情報

あなたのお子さまは、プログラムで提供されるすべての身体活動に参加することができますか

？ *

 はい

 いいえ

お子さまが身体活動に参加できない場合、以下に説明してください。

_________________________________________________________________________

あなたのお子さまは、プログラム期間中に投与が必要となる可能性のある薬（吸入器、インス

リン、エピペン）を服用していますか？ *

 はい

 いいえ

お子さまが薬を服用されている場合は、以下にご説明ください。

_________________________________________________________________________

健康履歴



お子さまが以下のような医療上の問題を抱えていて、学習にうまく参加できない可能性がある

場合は、その旨を記入してください。該当するものすべてにチェックを入れてください。*

 聴覚/耳の問題

 気管支喘息

 出血性疾患

  脳震盪

  糖尿病

  頭痛

  心臓病

  痙攣

  失神

  視力/目の問題

  私の子供は上記の病気にかかったことはなく、またかかっていません。

上記の医療問題にチェックを入れた場合、さらに詳しく説明してください。

_________________________________________________________________________

朝食と昼食

希望者には朝食と昼食が無料で提供されます。該当する記述を選択してください。*



  私の子供はUSPに入学した週に、朝食プログラムと昼食プログラムに参加します。

  私の子供はUSPに登録している週に、朝食プログラムのみに参加します。朝食は午前8時15
分から8時45分までです。

  私の子供はUSPに入学した週の昼のプログラムにのみ参加します。昼食は午後11時45分か

ら12時30分までです。

  私の子供はUSPの間、朝食と昼食のどちらのプログラムにも参加しません。

食物に関する情報です。以下の各項目をお読みいただき、該当するものをすべてお選びくださ

い。 *

 私の子供は食物アレルギーや食事制限がありません。

 私の子供は食物アレルギーがあります。以下のコメント欄にアレルギーの種類を記入してく

ださい。

 私の子供は、食品にコーシャの指定が必要です。

 私の子供は、食品にパレーヴの指定を求めています。

 私の子供は、食品にヴィーガンの指定が必要です。

 私の子供は、ベジタリアンであることを要求しています。

 私の子供は乳糖フリーの食品を要求します。

 その他

コメント； 食物アレルギーなど、お子さまの食事制限に関する情報があればご記入ください

。

_________________________________________________________________________

メディア掲載への同意

ユニバーサル・サマー・プログラムのスタッフや報道機関が、プログラムの活動中に個々の生

徒やグループの写真やビデオを撮影することがあります。お子さまの写真画像は、その後、ブ

ルックライン・ユニバーサル・サマー・プログラムに関する出版物、新聞、ニュース番組、ソ

ーシャルメディアに掲載されることがあります。



私の子供の画像（写真またはビデオ）は、学区が承認した出版物、新聞、ニュース番組、また

はソーシャル・メディアに複製されることがあります。*

 同意します

 同意しません

私の子供の名字と名前は、写真を識別するために使用されることがあります。*

 同意します

 同意しません

私の子供のクラス（先生/学年/学校）は、写真を識別するために使用されることがあります

。*

 同意します

 同意しません

その他、公開されているお子さまの写真の識別に希望する制限があれば記入してください。 

_________________________________________________________________________

交通機関 - METCOの生徒のみ

METCOプログラムでは、ブルックライン・ユニバーサル・サマー・プログラムに参加する

METCOの生徒に送迎を行います。送迎は、午前（8:15到着）と午後（12:30出発）の2回行われ

ます。

該当する項目を選択してください。



  私の子供はUSPのために午前と午後の両方でMETCOの交通機関を利用します。

 私の子供はUSPのために午前中だけMETCOの交通機関を利用します。

  私の子供はUSPのために午後のみMETCOの交通機関を利用します。

 私の子供はUSPでMETCO交通機関を利用しません。

その他、われわれが知っておくべき追加の情報がありましたらご記入ください。また、ご質問

やご意見がございましたら、ご記入ください。

_________________________________________________________________________

ブルックラインの2021年ユニバーサル・サマー・プログラムにお子さまをご登録いただき、あ

りがとうございます。注：別のお子さまを登録する場合は、そのお子さま用に新たな回答を提

出してください。ユニバーサル・サマー・プログラムチームから詳細をご連絡いたします。皆

様のご参加をお待ちしております。


