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謹啓　PSB保護者のみなさまのみなさま

これまでと引き続き、われわれは誰にとっても困難な引き続き、われわれは誰にとっても困難なき続き、われわれは誰にとっても困難な続き、われわれは誰にとっても困難なき続き、われわれは誰にとっても困難な、われわれは誰にとっても困難な誰にとっても困難なにと引き続き、われわれは誰にとっても困難なっても困難な困難なな世界で前進し続で前進し続し続続き、われわれは誰にとっても困難なけております。どうぞよろし続くお
願いいたします。いいたし続ます。ご家族の皆さまが最近、多くの新しい最近、多くの新しいくの新しいし続いご懸念やや重圧を抱えていることを存抱えていることを存えていること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存存じておりま
す。われわれの心はは誰にとっても困難な皆さま、皆さまのお子さまさま、ご家族、そし続て COVID-19の影響を受けたすべての人を抱えていることを存受けたすべての人けたすべての人と引き続き、われわれは誰にとっても困難な
と引き続き、われわれは誰にとっても困難なも困難なにあります。私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、し続、保護者のみなさまの
皆さまが最近、多くの新しい寄せてくださった温かいお気持ちせてくださった温かいお気持ちかいお気持ちちと引き続き、われわれは誰にとっても困難なサポートに深く感謝しに深く感謝しく感謝し、し続ております！

私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な多くの新しいくの感染者のみなさまと引き続き、われわれは誰にとっても困難なと引き続き、われわれは誰にとっても困難なも困難なに世界で前進し続の健康危機の真っ只中にあり、の真っ只中にあり、っ只中にあり、にあり、この疾患はは誰にとっても困難な今後数日から数週間で加数週間で加で加
速し続ていくと引き続き、われわれは誰にとっても困難な考えられます。えら数週間で加れます。 私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な未来がどうなるかわかりませんが最近、多くの新しいどうなるかわかりませんが最近、多くの新しい、われわれは誰にとっても困難な子さまども困難なたちの教育
ニーズとと引き続き、われわれは誰にとっても困難なご家族の他のの要望と引き続き、われわれは誰にとっても困難なのバランスを抱えていることを存と引き続き、われわれは誰にとっても困難なら数週間で加なければなら数週間で加ないこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存認識しています。し続ています。

今のと引き続き、われわれは誰にとっても困難なころ、かつての伝統的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な学校の日々は誰にとっても困難な完全にに変わってわっており、も困難なは誰にとっても困難なや以前と引き続き、われわれは誰にとっても困難な同じではありませんじでは誰にとっても困難なありません。
あなたやご家族にと引き続き、われわれは誰にとっても困難なっての優先事項を考を抱えていることを存考えられます。えていただく時、精神的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、、肉体的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、、感情的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な健康が最近、多くの新しい最重要と引き続き、われわれは誰にとっても困難なな
るのでは誰にとっても困難なないでし続ょうか。成績評価や通常の学習をこなしていくことやや通常の学習をこなしていくことやの学習をこなしていくことやを抱えていることを存こなし続ていくこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なや、SATや APなどのテストに深く感謝しやその
他ののテストに深く感謝しのこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な二の次と引き続き、われわれは誰にとっても困難なし続、積極的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、に学び、情熱を抱えていることを存追求し続、他の人を抱えていることを存助けたり、生徒の精神・身体、の精神・身体、
心はに働きかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続き続き、われわれは誰にとっても困難なかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続を抱えていることを存かき続き、われわれは誰にとっても困難な立てる取り組みは、継続り組みは、継続みは誰にとっても困難な、継続き、われわれは誰にとっても困難なする必要が最近、多くの新しいあるのです。

たと引き続き、われわれは誰にとっても困難なえ形式的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、であったと引き続き、われわれは誰にとっても困難なし続ても困難な、日常の学習をこなしていくことや生活の一部を送ることの一部を送ることを抱えていることを存送ることること引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な、PKから数週間で加 12年生までの生徒の精神・身体、が最近、多くの新しいいつも困難なの習をこなしていくことや
慣を繰り返しを抱えていることを存繰り返しり返しし続、学習をこなしていくことやし続続き、われわれは誰にとっても困難なけること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存確かなものにしますかなも困難なのにし続ます。継続き、われわれは誰にとっても困難な的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な学習をこなしていくことやや積極的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な姿勢、つなが最近、多くの新しいりは誰にとっても困難な、
生徒の精神・身体、の健康と引き続き、われわれは誰にとっても困難な福祉をサポートする重要なを抱えていることを存サポートに深く感謝しする重要な要素です。

このこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存念や頭に置に置き続き、われわれは誰にとっても困難な、私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難なスタッフに、興味深く感謝しく魅力をかき立てる取り組みは、継続的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な学習をこなしていくことやの機の真っ只中にあり、会と、生徒がと引き続き、われわれは誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しいスタッフたちや
同じではありません級生、学習をこなしていくことやコミュニティと引き続き、われわれは誰にとっても困難なのつなが最近、多くの新しいりを抱えていることを存維持ちする方法を提供を抱えていることを存提供するよう奨励しておりますし続ております。

本日、私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、は誰にとっても困難な PSBが最近、多くの新しい生徒の精神・身体、たちを抱えていることを存どのようにサポートに深く感謝しし続ているかについての詳細を含む、を抱えていることを存含む、む、リモートに深く感謝し学習をこなしていくことやに関
する最新しいのガイダンス（ 公立学校  公立学校後出） 公立学校  公立学校を抱えていることを存保護者のみなさまのみなさまに提供いたし続ます。私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な初等・中にあり、等教育省の遠の遠
隔学習をこなしていくことやの実施に関するガイダンスに関するガイダンスの一部を送ることに基づき続き、われわれは誰にとっても困難な、休校期間で加中にあり、、教育委員会と、生徒がと引き続き、われわれは誰にとっても困難なブルックライン教員労働きかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続
組みは、継続合の間で加で行われる仕事の責務われる仕事の責務に関する合意を守る必要があります。を抱えていることを存守る必要があります。る必要が最近、多くの新しいあります。

われわれが最近、多くの新しい前進し続すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なにより、すべての学年の先生方が最近、多くの新しい生徒の精神・身体、たちと引き続き、われわれは誰にとっても困難なつなが最近、多くの新しいり、スペシャルエデュケー
ションと引き続き、われわれは誰にとっても困難な、これに関連する支援提供者のみなさまが最近、多くの新しい生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な協力をかき立てる取り組みは、継続し続続き、われわれは誰にとっても困難なけること引き続き、われわれは誰にとっても困難なで、私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちの仕事が最近、多くの新しいより体系化され、され、
コミュニケーションが最近、多くの新しい強化され、され、より強固になることになること引き続き、われわれは誰にとっても困難なと引き続き、われわれは誰にとっても困難な確かなものにします信しております。し続ております。

また、これは誰にとっても困難なすべて新しいし続い経験であり、完璧なも困難なのには誰にとっても困難ななりえないこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難なわれわれも困難な認識しています。し続ておりま
す。われわれは誰にとっても困難な一緒に良い進め方を見つけていくことになると思いますに良い進め方を見つけていくことになると思いますい進し続め方を見つけていくことになると思います方を抱えていることを存見つけていくことになると思いますつけていくこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なになると引き続き、われわれは誰にとっても困難な思いますいます。通常の学習をこなしていくことやの学校生活の一部を送ることと引き続き、われわれは誰にとっても困難な同じではありませんじよう
に、先生の仕事や到達目標について質問がある場合は、が最近、多くの新しいある場合は誰にとっても困難な、まず 公立学校  公立学校第一に 公立学校  公立学校その先生に連絡し、直接し続、直接尋ねてねてくだ
さい。先生から数週間で加連絡し、直接が最近、多くの新しいないか、追加の質問がある場合は、が最近、多くの新しいある場合は誰にとっても困難な、校長オフィス先生にご連絡し、直接ください。お子さまさんの学習をこなしていくことや
に関する特定の質問は、の質問がある場合は、は誰にとっても困難な、お子さまさん方、スタッフ、およびご家族の事情を抱えていることを存知っている学校っている学校レベルで、最適
な対応が得られることと思いますが最近、多くの新しい得られることと思いますら数週間で加れること引き続き、われわれは誰にとっても困難なと引き続き、われわれは誰にとっても困難な思いますいます。

先生方、スタッフ、学校のリーダーたちは誰にとっても困難なあなたの支援と引き続き、われわれは誰にとっても困難な理解を必要とし続けていることを覚えておいを抱えていることを存必要と引き続き、われわれは誰にとっても困難なし続続き、われわれは誰にとっても困難なけていること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存覚えておいえておい
てください。彼らは予想も計画もしていなかったら数週間で加は誰にとっても困難な予想も困難な計画もしていなかったも困難なし続ていなかった方法を提供で一生懸命に働いていまに働きかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続いています。みなさんと引き続き、われわれは誰にとっても困難な同じではありませんじ様
に、彼らは予想も計画もしていなかったら数週間で加は誰にとっても困難な自分のの仕事を抱えていることを存管理し続、自分のの子さまども困難なを抱えていることを存教え、両親や愛する人の世話をし、パンデミックの不や愛する人の世話をし、パンデミックの不する人の世話を抱えていることを存し続、パンデミックの不
確かなものにします実さによって引き続き、われわれは誰にとっても困難なき続き、われわれは誰にとっても困難な起こされるストレスと不安こされるストに深く感謝しレスと引き続き、われわれは誰にとっても困難な不安と引き続き、われわれは誰にとっても困難な向き合うき続き、われわれは誰にとっても困難な合うのに苦労し続ています。これら数週間で加の不確かなものにします実な時期
に先生たちが最近、多くの新しいし続ているすべてについて感謝し、し続ていること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存、どうぞ折に触れに触れれ知っている学校ら数週間で加せてあげてください。
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https://docs.google.com/document/d/1rRjS1zUQSZTGhD_0AXAPpAI6Pc3tupXlCSX-F1joocc/edit#bookmark=id.2osxz71kz9pd
https://docs.google.com/document/d/1rRjS1zUQSZTGhD_0AXAPpAI6Pc3tupXlCSX-F1joocc/edit#bookmark=id.2osxz71kz9pd
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/25/DESE_Remote_Learning_Recommendations_3.26.20.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/25/DESE_Remote_Learning_Recommendations_3.26.20.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/25/PSB%20and%20BEU%20MOA_COVID-19%20Emergency_Signed.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/25/PSB%20and%20BEU%20MOA_COVID-19%20Emergency_Signed.pdf


このひどいウイルスが最近、多くの新しい私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちの生活の一部を送ること、家族、コミュニティ、そし続て世界で前進し続のコミュニティを抱えていることを存混乱させてい
るこの状況に、私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、は誰にとっても困難な大きな懸念を抱いています。き続き、われわれは誰にとっても困難なな懸念やを抱えていることを存抱えていることを存いています。生徒の精神・身体、、家族、スタッフが最近、多くの新しい互いに関与し、学び、いに関与し、学び、し続、学び、助け合
うため方を見つけていくことになると思いますのパートに深く感謝しナーシップとと引き続き、われわれは誰にとっても困難な協力をかき立てる取り組みは、継続体制に深く感謝しく感謝し、し続ています。そし続て、家族が最近、多くの新しい食事を抱えていることを存するため方を見つけていくことになると思いますに働きかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続き続き、われわれは誰にとっても困難な続き、われわれは誰にとっても困難な
けている食品関連業務に従事する人々や、これまでに Google Classroomや Screencastifyを抱えていることを存使用したこし続たこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なも困難な
なく生徒の精神・身体、たちのため方を見つけていくことになると思いますに毎日の朗読を録音しているを抱えていることを存録音しているし続ている 1年生の先生、将来がどうなるかわかりませんの進し続路について生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難なつなが最近、多くの新しいるた
め方を見つけていくことになると思いますに、勇気を抱えていることを存出し続て避難な所に電話をかける高校のに電話を抱えていることを存かける高校のカレッジカウンセラー、生徒の精神・身体、の成績について知っている学校るため方を見つけていくことになると思います
の多くの新しい数の仮想諮問がある場合は、会と、生徒が議に出席する校長先生、そして毎週のニュースレターを生徒に出席する校長先生、そして毎週のニュースレターを生徒する校長オフィス先生、そし続て毎週のニュースレターを抱えていることを存生徒の精神・身体、へのお祝いと家族いと引き続き、われわれは誰にとっても困難な家族での
アクティビティのため方を見つけていくことになると思いますのアイデアでいっぱいにし続ている PTOリーダー、これら数週間で加の人々の不屈の努力に信の努力をかき立てる取り組みは、継続に信しております。
じら数週間で加れないほど感謝し、し続ています。これら数週間で加は誰にとっても困難な、ブルックラインの公立学校が最近、多くの新しい最高のも困難なのであること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存表
す、毎日の何百もの瞬間のほんの数例です。も困難なの瞬間で加のほんの数例です。です。

私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難なあなたのお子さまさんにお会と、生徒がいでき続き、われわれは誰にとっても困難なないこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存ひどく寂しく思っています。し続く思いますっています。休校中にあり、やそれ以降も生も困難な生
徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難なの密接な関係を維持できるようにできる限りのことをします。今後とも、皆様の平和と健康、そしを抱えていることを存維持ちでき続き、われわれは誰にとっても困難なるようにでき続き、われわれは誰にとっても困難なる限りのことをします。今後とも、皆様の平和と健康、そしりのこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存し続ます。今後と引き続き、われわれは誰にとっても困難なも困難な、皆様の平和と健康、そしと引き続き、われわれは誰にとっても困難な健康、そし続
て幸福を抱えていることを存お祈り申し上げます。り申し上げます。し続上げます。げます。

敬具, 

Ben Lummis
Interim Superintendent
暫定の質問は、教育委員長オフィス

家族のため方を見つけていくことになると思いますの 公立学校  公立学校 公立学校 公立学校 公立学校 公立学校PSB 公立学校  公立学校 公立学校 公立学校 公立学校 公立学校遠隔学習をこなしていくことやガイダンス（後出） 公立学校  公立学校
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https://docs.google.com/document/d/1rRjS1zUQSZTGhD_0AXAPpAI6Pc3tupXlCSX-F1joocc/edit#bookmark=id.2osxz71kz9pd


ブルックライン公立学校の遠隔学習をこなしていくことや

● P  SB   遠隔学習をこなしていくことや   –   A Paradigm Shift  (  パラダイムシフトに深く感謝し  )  

● 遠隔学習をこなしていくことや 公立学校  公立学校 –  公立学校 公立学校Guiding Principles 公立学校  公立学校( 公立学校 公立学校指導原則 公立学校  公立学校) 公立学校 公立学校 公立学校

● Remote Learning Guidance     (  遠隔学習をこなしていくことやガイダンス  )  

1. Providing Learning Opportunities     (  学習をこなしていくことや機の真っ只中にあり、会と、生徒がの提供  )  

2. Collaborating to Support Students   公立学校(  生徒の精神・身体、を抱えていることを存支援するため方を見つけていくことになると思います協同じではありませんし続て働きかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続く  )  

3. Weekly Learning Plans   (  週ごと引き続き、われわれは誰にとっても困難なの学習をこなしていくことやプとラン  )  

4. Communicating with Students and Families     (  生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な家族と引き続き、われわれは誰にとっても困難なのコミュニケーショ  
ン 公立学校 公立学校) 公立学校 公立学校

5. Monitoring Student Engagement     (  生徒の精神・身体、の学習をこなしていくことやのモニタリング  )  

6. Providing New Learning and Content     (  新しいし続い学習をこなしていくことや内容の提供の提供  )  

7. Providing Feedback Rather than Grading     (  成績よりも困難なフィードバック  )  

8. 効果的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な演習をこなしていくことや 公立学校  公立学校  公立学校 公立学校- Remote Learning 公立学校  公立学校  公立学校 公立学校( 公立学校 公立学校遠隔学習をこなしていくことや 公立学校  公立学校) 公立学校 公立学校

Special Education Supports   (  スペシャルエデュケーションへの支援  )  

PSB遠隔学習をこなしていくことや：パラダイムシフトパラダイムシフトに深く感謝し
学ぶと引き続き、われわれは誰にとっても困難ないうこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な非常の学習をこなしていくことやに重要ですが最近、多くの新しい、新しいし続い知っている学校識しています。を抱えていることを存身につけるには誰にとっても困難なさまざまな方法を提供が最近、多くの新しいあります。ブルッ
クライン公立学校における遠隔学習をこなしていくことやは誰にとっても困難な、通常の学習をこなしていくことやの学校の授業と引き続き、われわれは誰にとっても困難な置き続き、われわれは誰にとっても困難な換ええること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存意を守る必要があります。図していないため、保し続ていないため方を見つけていくことになると思います、保
護者のみなさまと引き続き、われわれは誰にとっても困難なスタッフは誰にとっても困難な、教室でかつて達成されたことを再現するでかつて達成されたこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存再現するすると引き続き、われわれは誰にとっても困難ないうプとレッシャーを抱えていることを存感じては誰にとっても困難ななりませ
ん。

最近、教育長オフィスは誰にとっても困難な、Kate Ehrenfeld Gardoquiによる Education 公立学校Week誌のすばら数週間で加し続い記事「思いますい出し続て。 公立学校  公立学校オン 公立学校  公立学校
ライン学習をこなしていくことやが最近、多くの新しいリモートに深く感謝しで学ぶ唯一の方法を提供では誰にとっても困難なないこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存」を共有しました。著者が指摘するように、を抱えていることを存共有しました。著者が指摘するように、し続まし続た。著者のみなさまが最近、多くの新しい指摘するように、するように、
「今回の休校は、教室で起こることとは異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちにの休校は誰にとっても困難な、教室でかつて達成されたことを再現するで起こされるストレスと不安こること引き続き、われわれは誰にとっても困難なと引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちになる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちにの学習をこなしていくことやを抱えていることを存想定の質問は、するため方を見つけていくことになると思いますの素晴らしい機会を私たちにら数週間で加し続い機の真っ只中にあり、会と、生徒がを抱えていることを存私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちに
提供し続ます。」を共有しました。著者が指摘するように、 今こそ、新しいし続いアイデアや新しいし続い考えられます。え方を抱えていることを存試すのにふさわしい時です。すのにふさわし続い時です。

また、遠隔学習をこなしていくことやの指導レベルは誰にとっても困難な、従来がどうなるかわかりませんの教室でかつて達成されたことを再現するでの指導レベルと引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちになること引き続き、われわれは誰にとっても困難なも困難な認識しています。し続ています。私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たち
は誰にとっても困難な生徒の精神・身体、や家族のニーズとにこれまで以上げます。に敏感である必要が最近、多くの新しいあり、親や愛する人の世話をし、パンデミックの不や保護者のみなさまが最近、多くの新しい子さまども困難なの学習をこなしていくことやの面倒を抱えていることを存み
る機の真っ只中にあり、会と、生徒がが最近、多くの新しい多くの新しいいこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存理解を必要とし続けていることを覚えておいし続ています。通常の学習をこなしていくことやの教室でかつて達成されたことを再現するにおいて受けたすべての人ける典型的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な授業よりは誰にとっても困難な、分のかりやすく構
成された授業を抱えていることを存受けたすべての人けたり、先生から数週間で加のサポートに深く感謝しを抱えていることを存得られることと思いますて学習をこなしていくことやし続たりする時間で加は誰にとっても困難な少なくなるでし続ょう。

遠隔学習をこなしていくことや：パラダイムシフト指導原則
これを抱えていることを存進し続め方を見つけていくことになると思いまするにあたり、私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な初等・中にあり、等教育省の遠の遠隔学習をこなしていくことやの実施に関するガイダンスに関するガイダンスの一部を送ることに基づ
き続き、われわれは誰にとっても困難な、休校期間で加中にあり、、教育委員会と、生徒がと引き続き、われわれは誰にとっても困難なブルックライン教員労働きかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続組みは、継続合の間で加で行われる仕事の責務われる仕事の責務に関する合意を守る必要があります。を抱えていることを存
守る必要があります。る必要が最近、多くの新しいあります。

PSBが最近、多くの新しい遠隔学習をこなしていくことやのアプとローチを定義を抱えていることを存定の質問は、義し続ており、われわれの学習をこなしていくことや計画もしていなかったは誰にとっても困難ないくつかの幅広いい原則に基づいて行われる仕事の責務
われています。これら数週間で加は誰にとっても困難な私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちの仕事を抱えていることを存進し続め方を見つけていくことになると思いまする際の指標となりますの指標と引き続き、われわれは誰にとっても困難ななります。

 私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な歴史的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、で壊滅的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、なパンデミック健康危機の真っ只中にあり、の最中にあり、に活の一部を送ること動していますし続ていますー身体の安全にと引き続き、われわれは誰にとっても困難な精神
面の健康が最近、多くの新しい最も困難な重要です。子さまども困難なたち、家族、スタッフ、コミュニティメンバーが最近、多くの新しいこの危機の真っ只中にあり、を抱えていることを存
まったく異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちになる方法を提供で経験し続ており、より立場の弱いいコミュニティメンバーが最近、多くの新しい不相応が得られることと思いますなマイナ
スの影響を受けたすべての人を抱えていることを存受けたすべての人けていること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存意を守る必要があります。識しています。する必要が最近、多くの新しいあります。

 つなが最近、多くの新しいりと引き続き、われわれは誰にとっても困難なコミュニティは誰にとっても困難な重要ですー先生方は誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい自分の、同じではありません僚、学習をこなしていくことやコミュニティと引き続き、われわれは誰にとっても困難なのつ
なが最近、多くの新しいりを抱えていることを存保つ方法を提供を抱えていることを存見つけていくことになると思います出す必要が最近、多くの新しいあります。
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https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/25/PSB%20and%20BEU%20MOA_COVID-19%20Emergency_Signed.pdf
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https://www.edweek.org/ew/articles/2020/03/16/remember-online-learning-isnt-the-only-way.html


 生徒の精神・身体、は誰にとっても困難な教師主導の学習をこなしていくことやの機の真っ只中にあり、会と、生徒がに参加し続、生徒の精神・身体、自身も困難な主導権をとるを抱えていることを存と引き続き、われわれは誰にとっても困難なるー教師主導の学習をこなしていくことやには誰にとっても困難な、教師
によって構成され提供される授業や学習をこなしていくことや課題が最近、多くの新しい含む、まれます。生徒の精神・身体、の自主学習をこなしていくことやには誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい興味
を抱えていることを存も困難なったトに深く感謝しピック、プとロジェクトに深く感謝し、オンラインおよびオフライン学習をこなしていくことやが最近、多くの新しい含む、まれ、これは誰にとっても困難な教師か
ら数週間で加提案される場合も困難なありますが最近、多くの新しい、選択するかどうかは誰にとっても困難な生徒の精神・身体、に委ねら数週間で加れています。

 新しいたな学習をこなしていくことやが最近、多くの新しい継続き、われわれは誰にとっても困難なし続ますー数か月間で加学校が最近、多くの新しい休校になる可能性があるため、が最近、多くの新しいあるため方を見つけていくことになると思います、先生方は誰にとっても困難な継続き、われわれは誰にとっても困難なし続て新しい
し続いコンテンツを提供します。これには従来の「成績を抱えていることを存提供し続ます。これには誰にとっても困難な従来がどうなるかわかりませんの「成績評価や通常の学習をこなしていくことや」を共有しました。著者が指摘するように、は誰にとっても困難な含む、まれませんが最近、多くの新しい、教師が最近、多くの新しい有しました。著者が指摘するように、意を守る必要があります。義
な学習をこなしていくことやの機の真っ只中にあり、会と、生徒がと引き続き、われわれは誰にとっても困難なフィードバックを抱えていることを存生徒の精神・身体、に提供すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存意を守る必要があります。味し続ます。

 PSBの遠隔学習をこなしていくことやへのアプとローチを定義は誰にとっても困難な、従来がどうなるかわかりませんの学習をこなしていくことや環境、学校の 1日の授業時間で加数、または誰にとっても困難な通常の学習をこなしていくことやのカ
リキュラムを抱えていることを存再現するすること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存目的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、と引き続き、われわれは誰にとっても困難なし続ていませんーPCのディスプとレイを抱えていることを存見つけていくことになると思いますている時間で加や「バー
チを定義ャルティーチを定義ング」を共有しました。著者が指摘するように、は誰にとっても困難な、教室でかつて達成されたことを再現するでの経験や、先生が最近、多くの新しい学校現する場で構築しサポートできるし続サポートに深く感謝しでき続き、われわれは誰にとっても困難なると引き続き、われわれは誰にとっても困難ないう優
れた関係を維持できるようにできる限りのことをします。今後とも、皆様の平和と健康、そし性があるため、に取り組みは、継続って代わることわること引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な期待できません。でき続き、われわれは誰にとっても困難なません。

 PCベースでは誰にとっても困難なない学習をこなしていくことやに従事すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい重要ですー生徒の精神・身体、のPC利用したこ時間で加を抱えていることを存限りのことをします。今後とも、皆様の平和と健康、そし定の質問は、すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい重要だ
と引き続き、われわれは誰にとっても困難な私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な考えられます。えています。新しいたな関心はを抱えていることを存追求し続、他の者のみなさまを抱えていることを存助け、生徒の精神・身体、たちの精神、体、心はを抱えていることを存魅了
し続、想像力をかき立てる取り組みは、継続を抱えていることを存刺激し、家族や友人とつながし続、家族や友人と引き続き、われわれは誰にとっても困難なつなが最近、多くの新しいり続き、われわれは誰にとっても困難なける必要が最近、多くの新しいあります。こ 公立学校 公立学校こ 公立学校 公立学校に PCなし続でどう過ごご
すのが最近、多くの新しい良い進め方を見つけていくことになると思いますいか例です。を抱えていることを存いくつか示します。し続ます。

 子さまども困難なの学齢によりによりニーズとは誰にとっても困難な大きな懸念を抱いています。き続き、われわれは誰にとっても困難なく異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちになりますーキンダーの日常の学習をこなしていくことやの教室でかつて達成されたことを再現するでの経験は誰にとっても困難な、6年生や
11年生と引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な大きな懸念を抱いています。き続き、われわれは誰にとっても困難なく異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちになります。先生方の指導内容の提供・体制も困難なかなり異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちになります。キンダーから数週間で加 5
年生の先生は誰にとっても困難な、通常の学習をこなしていくことやの担任の先生と引き続き、われわれは誰にとっても困難な、アートに深く感謝しや音している楽などのスペシャなどのスペシャリストに深く感謝しに分のけら数週間で加れていま
す。一方で 6年生以上げます。では誰にとっても困難な、すべての教科に専任の先生が最近、多くの新しいいます。し続たが最近、多くの新しいって、遠隔学習をこなしていくことやにお
いては誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、（と引き続き、われわれは誰にとっても困難なそのご家族）が最近、多くの新しい学年ごと引き続き、われわれは誰にとっても困難なに違いいが最近、多くの新しい出てくること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存経験されること引き続き、われわれは誰にとっても困難なと引き続き、われわれは誰にとっても困難な思いますいま
す。

 スペシャルニーズとを抱えていることを存持ちつ子さまども困難なたちには誰にとっても困難な、差別化され、されたサポートに深く感謝しが最近、多くの新しい重要ですーたと引き続き、われわれは誰にとっても困難なえば、IEPの
生徒の精神・身体、または誰にとっても困難な英語を学習しているを抱えていることを存学習をこなしていくことやし続ている生徒の精神・身体、は誰にとっても困難な、オンラインでは誰にとっても困難な提供されていない追加のサポートに深く感謝しと引き続き、われわれは誰にとっても困難な
サービスを抱えていることを存必要と引き続き、われわれは誰にとっても困難なし続ます。私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な、これを抱えていることを存理解を必要とし続けていることを覚えておいし続ようと引き続き、われわれは誰にとっても困難なし続ている他のの地区の教育者、専門の教育者のみなさま、専門
家、保護者のみなさま、および教育者のみなさまと引き続き、われわれは誰にとっても困難な協力をかき立てる取り組みは、継続すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存約束します。し続ます。

 われわれは誰にとっても困難な日々変わって化され、する状況下にあるー私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちの地域で、今後さらにで、今後さら数週間で加に状況が最近、多くの新しい悪化され、する可能性があるため、が最近、多くの新しい
あること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存理解を必要とし続けていることを覚えておいし続ております。私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちは誰にとっても困難な、期待できません。に応が得られることと思いますえ、協力をかき立てる取り組みは、継続し続あいなが最近、多くの新しいら数週間で加、共感を抱えていることを存も困難なって、柔
軟で正しい方向に進む能力をで正しい方向に進む能力をし続い方向き合うに進し続む能力をかき立てる取り組みは、継続を抱えていることを存構築しサポートできるし続ていく必要が最近、多くの新しいあります。

 先生、学年、学校の多くの新しい様性があるため、に期待できません。するー通常の学習をこなしていくことや、ブルックラインは誰にとっても困難な教師と引き続き、われわれは誰にとっても困難な学校の自律性があるため、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な創造性があるため、
を抱えていることを存重視しています。私たちのし続ています。私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちの学校文化され、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な PSB / BEUの業務合意を守る必要があります。においては誰にとっても困難な、自律性があるため、が最近、多くの新しい重視しています。私たちのされて
いるため方を見つけていくことになると思います、先生、学年、学校による遠隔学習をこなしていくことやアプとローチを定義は誰にとっても困難な多くの新しい様なも困難なのと引き続き、われわれは誰にとっても困難ななるでし続ょう。

遠隔学習をこなしていくことやガイダンス
これら数週間で加の幅広いい原則を抱えていることを存念や頭に置に置いて、遠隔学習をこなしていくことやの機の真っ只中にあり、会と、生徒がを抱えていることを存提供する先生方の仕事の手助けのため方を見つけていくことになると思いますに、次の
推奨事項を考を抱えていることを存スタッフと引き続き、われわれは誰にとっても困難な共有しました。著者が指摘するように、し続ております。

1. 通常の学習をこなしていくことやの学校の日の半分のの学習をこなしていくことや時間で加を抱えていることを存提供する – 
教育委員会と、生徒がが最近、多くの新しい最近すべての学校と引き続き、われわれは誰にとっても困難な学区の教育者、専門に指導を抱えていることを存行われる仕事の責務ったように、すべての学年は誰にとっても困難な、教師主導型
と引き続き、われわれは誰にとっても困難な生徒の精神・身体、主導型の学習をこなしていくことや機の真っ只中にあり、会と、生徒がを抱えていることを存、少なくと引き続き、われわれは誰にとっても困難なも困難な通常の学習をこなしていくことやの学校の授業時間で加の半分のを抱えていることを存提供し続ます。これは誰にとっても困難な
PSBの場合 1日 3時間で加程度になりますになります。

●  教師主導の 公立学校  公立学校学習をこなしていくことや 公立学校  公立学校には誰にとっても困難な、指導、課題、リソース、資料、記録されたレッスン、スクリー
ンキャストに深く感謝し（注：パラダイムシフトコンピュータスクリーンを抱えていることを存録画もしていなかったツを提供します。これには従来の「成績ールを抱えていることを存使って録画もしていなかったし続たも困難なの）、ビ
デオ、ビデオ会と、生徒が議に出席する校長先生、そして毎週のニュースレターを生徒などのいずれかを抱えていることを存通じて教師によって構成および提供されるレッス
ンと引き続き、われわれは誰にとっても困難な学習をこなしていくことやが最近、多くの新しい含む、まれます。

● 生徒の精神・身体、主導の学習をこなしていくことや 公立学校  公立学校には誰にとっても困難な、先生方が最近、多くの新しい提案し続た選択科目や学習をこなしていくことやに取り組みは、継続り組みは、継続むこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい含む、まれま
す。1つのトに深く感謝しピックを抱えていることを存追求し続たり、本を抱えていることを存読を録音しているんだり、興味のあるプとロジェクトに深く感謝しを抱えていることを存し続たり
し続ます。また、長オフィス期のプとロジェクトに深く感謝しを抱えていることを存課されたりすること引き続き、われわれは誰にとっても困難なも困難なあります。
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2. 生徒の精神・身体、を抱えていることを存サポートに深く感謝しするため方を見つけていくことになると思いますの協力をかき立てる取り組みは、継続体制
 PSBでは誰にとっても困難な、先生方が最近、多くの新しい協力をかき立てる取り組みは、継続し続あって授業の計画もしていなかった、整理、資料の共有しました。著者が指摘するように、、生徒の精神・身体、のサポートに深く感謝しを抱えていることを存行われる仕事の責務うこ
と引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存強く勧めています。め方を見つけていくことになると思いますています。

● チを定義ームを抱えていることを存作ることはること引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難な、自身や家族の体調不良い進め方を見つけていくことになると思います、または誰にとっても困難な家族のニーズとのため方を見つけていくことになると思いますに教師が最近、多くの新しい働きかけ、想像力をかき立てる取り組みは、継続
くこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しいでき続き、われわれは誰にとっても困難ななくなった場合に、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい学習をこなしていくことやを抱えていることを存継続き、われわれは誰にとっても困難なする際の指標となりますに役立ちます。

● チを定義ームを抱えていることを存構成すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なにより、さまざまな学年のさまざまな学校の生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい同じではありませんじコンテ
ンツを提供します。これには従来の「成績、ルーチを定義ン作ることは業、到達目標に確かなものにします実にアクセスでき続き、われわれは誰にとっても困難なるようになり、生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難なそのご家
族の両方が最近、多くの新しい何を抱えていることを存すべき続き、われわれは誰にとっても困難なか、どのように行われる仕事の責務うかを抱えていることを存知っている学校ること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しいでき続き、われわれは誰にとっても困難なます。

● チを定義ームを抱えていることを存構成すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なにより、チを定義ームは誰にとっても困難な作ることは業を抱えていることを存分の散し続、メンバーの強みを抱えていることを存活の一部を送ること用したこするこ
と引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しいでき続き、われわれは誰にとっても困難なます

3. 生徒の精神・身体、に毎週の学習をこなしていくことや計画もしていなかったを抱えていることを存提供する
生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難なご家族に生徒の精神・身体、の週間で加学習をこなしていくことやプとランを抱えていることを存提供すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なで、生徒の精神・身体、は誰にとっても困難なその週の到達目標を抱えていることを存理解を必要とし続けていることを覚えておい
し続、それに応が得られることと思いますじて計画もしていなかったを抱えていることを存立てること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しいでき続き、われわれは誰にとっても困難なます。週の学習をこなしていくことや計画もしていなかったは誰にとっても困難なご家族にと引き続き、われわれは誰にとっても困難なって非常の学習をこなしていくことやに役立
ちます。各週が最近、多くの新しい始まる前に、教師チームが生徒と家族にこのまる前に、教師チを定義ームが最近、多くの新しい生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な家族にこのような学習をこなしていくことや計画もしていなかったを抱えていることを存提供すること引き続き、われわれは誰にとっても困難な
が最近、多くの新しい推奨されています。

4. 生徒の精神・身体、や家族と引き続き、われわれは誰にとっても困難なのコミュニケーション
日常の学習をこなしていくことや的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な一貫したコミュニケーションは、し続たコミュニケーションは誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な家族が最近、多くの新しいつなが最近、多くの新しいりと引き続き、われわれは誰にとっても困難な情報を得ているとを抱えていることを存得られることと思いますていると引き続き、われわれは誰にとっても困難な実感す
るのに役立ちます。先生と引き続き、われわれは誰にとっても困難なスタッフは誰にとっても困難な、いつどのように生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難なつなが最近、多くの新しいるかを抱えていることを存家族に知っている学校ら数週間で加せる
こと引き続き、われわれは誰にとっても困難なで、家族を抱えていることを存サポートに深く感謝しでき続き、われわれは誰にとっても困難なます。 PSB / BEU業務合意を守る必要があります。により、週に 2回の休校は、教室で起こることとは異なる種類の学習を想定するための素晴らしい機会を私たちに以上げます。指導する生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な
つなが最近、多くの新しいるガイドラインが最近、多くの新しい提供されること引き続き、われわれは誰にとっても困難なと引き続き、われわれは誰にとっても困難ななります。

5. 生徒の精神・身体、の学習をこなしていくことや状況のモニタリング
ブルックラインの先生方は誰にとっても困難な生徒の精神・身体、たちの学習をこなしていくことや状況に目を抱えていることを存配り続けます。先生り続き、われわれは誰にとっても困難なけます。先生は誰にとっても困難な生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい学習をこなしていくことやに励しております
むこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存期待できません。し続ていますが最近、多くの新しい、生徒の精神・身体、を抱えていることを存モニタリングする主な目的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、は誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい先生と引き続き、われわれは誰にとっても困難なのつなが最近、多くの新しいり
を抱えていることを存感じているかを抱えていることを存確かなものにします認すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なです。先生が最近、多くの新しい、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい勉強に取り組みは、継続り組みは、継続んでいないこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なに気づい
た場合、家族と引き続き、われわれは誰にとっても困難な連絡し、直接を抱えていることを存取り組みは、継続り、ガイダンスカウンセラー、学校の管理者のみなさま、その他ののスタッフに
連絡し、直接すること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい推奨されています。

6. 新しいし続い学習をこなしていくことや内容の提供の提供
私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちの学校は誰にとっても困難な長オフィス期間で加休校と引き続き、われわれは誰にとっても困難ななっていると引き続き、われわれは誰にとっても困難ないう理解を必要とし続けていることを覚えておいに基づき続き、われわれは誰にとっても困難な、また休校が最近、多くの新しい長オフィス引き続き、われわれは誰にとっても困難なくに従い、先
生やスタッフが最近、多くの新しい新しいし続い学習をこなしていくことや内容の提供を抱えていることを存導入することが期待されます。新しいコンテンツを導入すすること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい期待できません。されます。新しいし続いコンテンツを提供します。これには従来の「成績を抱えていることを存導入することが期待されます。新しいコンテンツを導入すす
ると引き続き、われわれは誰にとっても困難なき続き、われわれは誰にとっても困難な、先生方は誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい情報を得ていると源や学習をこなしていくことやの機の真っ只中にあり、会と、生徒がにアクセスでき続き、われわれは誰にとっても困難なること引き続き、われわれは誰にとっても困難な、資料が最近、多くの新しい多くの新しい様であるこ
と引き続き、われわれは誰にとっても困難な、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい新しいし続いコンテンツを提供します。これには従来の「成績を抱えていることを存学習をこなしていくことやすると引き続き、われわれは誰にとっても困難なき続き、われわれは誰にとっても困難なにこれまでに学習をこなしていくことやし続たスキルを抱えていることを存使えること引き続き、われわれは誰にとっても困難なに留
意を守る必要があります。し続ます。また新しいし続いレッスンを抱えていることを存習をこなしていくことや得られることと思いますする際の指標となりますに生徒の精神・身体、の側に責任を抱えていることを存押し付けることのないようし続付けることのないようけること引き続き、われわれは誰にとっても困難なのないよう
気を抱えていることを存つけます。なぜなら数週間で加、生徒の精神・身体、が最近、多くの新しい自分のですべての新しいし続い資料を抱えていることを存学習をこなしていくことやすること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい必要と引き続き、われわれは誰にとっても困難なされる
この方法を提供で、学習をこなしていくことやを抱えていることを存続き、われわれは誰にとっても困難なけさせること引き続き、われわれは誰にとっても困難な、またそれを抱えていることを存完全にに習をこなしていくことや得られることと思いますさせること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存保証することはですること引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難なで
き続き、われわれは誰にとっても困難なないから数週間で加です。

7. 成績よりも困難なフィードバック
先生が最近、多くの新しい提供する学習をこなしていくことや課題については誰にとっても困難な、現する時点ではでは誰にとっても困難な 6年生から数週間で加 8年生においては誰にとっても困難な成績を抱えていることを存つけら数週間で加
れること引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難なありません。生徒の精神・身体、たちが最近、多くの新しい課題を抱えていることを存完了するため方を見つけていくことになると思いますの環境を抱えていることを存等し続く持ちつこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい保証することはでされ
ないため方を見つけていくことになると思いますです。学習をこなしていくことやへの取り組みは、継続り組みは、継続みと引き続き、われわれは誰にとっても困難な生徒の精神・身体、の成長オフィスを抱えていることを存促進し続するため方を見つけていくことになると思いますに、先生方は誰にとっても困難な選ばれた課題に
ついてでき続き、われわれは誰にとっても困難なる限りのことをします。今後とも、皆様の平和と健康、そしりのフィードバックを抱えていることを存し続ます。

BHSは誰にとっても困難なフィードバックと引き続き、われわれは誰にとっても困難な成績評価や通常の学習をこなしていくことやについて BHSの先生やご家族と引き続き、われわれは誰にとっても困難な連絡し、直接を抱えていることを存取り組みは、継続り合いますが最近、多くの新しい、合
格/不合格、クレジットに深く感謝しあり/なし続と引き続き、われわれは誰にとっても困難ないう方針で進める予定ですで進し続め方を見つけていくことになると思いまする予定の質問は、です。

8. 効果的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な演習をこなしていくことや：パラダイムシフト遠隔学習をこなしていくことや 
先生方に提供し続た他ののすべてのガイダンスに加えて、PSBは誰にとっても困難な効果的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、なリモートに深く感謝し学習をこなしていくことや実践のの短
い要約を抱えていることを存作ることは成し続まし続た

Special Education Supports スペシャルエデュケーションへの支援
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スペシャルエデュケーションの先生方は誰にとっても困難な生徒の精神・身体、と引き続き、われわれは誰にとっても困難な特に密接な関係を維持できるようにできる限りのことをします。今後とも、皆様の平和と健康、そしを抱えていることを存持ちっております。し続たが最近、多くの新しいって、この困
難なな時期にご家族と引き続き、われわれは誰にとっても困難なコミュニケーションし続、学校と引き続き、われわれは誰にとっても困難なの継続き、われわれは誰にとっても困難な的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、なつなが最近、多くの新しいりを抱えていることを存保つこと引き続き、われわれは誰にとっても困難なは誰にとっても困難なわれわれにと引き続き、われわれは誰にとっても困難なって
最も困難な重要です。私たちは献身的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、たちのスペシャルエデュケーションの先生方の多くの新しいくは誰にとっても困難な、すでに両親や愛する人の世話をし、パンデミックの不や介護者のみなさまと引き続き、われわれは誰にとっても困難な連絡し、直接を抱えていることを存
取り組みは、継続り合っています。も困難なし続まだ連絡し、直接が最近、多くの新しいと引き続き、われわれは誰にとっても困難なれていない場合には誰にとっても困難な、スペシャルエデュケーションの先生方が最近、多くの新しい来がどうなるかわかりません
週、ご家族や介護者のみなさまに連絡し、直接を抱えていることを存取り組みは、継続り、継続き、われわれは誰にとっても困難な的なブルックラインの公立学校のすべてのスタッフに感謝し、な学習をこなしていくことやや他のの支援の提供方法を提供について話し続合う予定の質問は、です。彼らは予想も計画もしていなかった
ら数週間で加は誰にとっても困難な、関連する支援提供者のみなさま、一般クラスの先生方、および生徒の精神・身体、を抱えていることを存サポートに深く感謝しする他のの人々と引き続き、われわれは誰にとっても困難な協力をかき立てる取り組みは、継続し続て、ア
クティビティの推奨事項を考が最近、多くの新しい適切で、で、適用したこすること引き続き、われわれは誰にとっても困難なが最近、多くの新しい可能であること引き続き、われわれは誰にとっても困難なを抱えていることを存確かなものにします認し続ます。
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