
   
   

  
 

                 
                 

              
         

  
 

     
               

             
                  

                    
                  

                  
              

 
             

 
 

 

Niji-Iro Update 10-14-19 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校 保護者の皆様へ 

We had absolutely perfect weather last week when the 5th and 6th grade went to the Howell 
Nature Center for an overnight camping trip. This is a capstone event for our students as they 
work together on team building and challenging themselves. You can check out our Twitter 
page for lots of pictures and videos https://twitter.com/NijiIroSchool
先週の 5、6年生合同キャンプでは素晴らしいお天気でした。みんながチームとなって様々な事

にチャレンジすることで、チームワークを培えた良いイベントとなりました。写真やビデオは

ツイッターでご覧ください ;https://twitter.com/NijiIroSchool 

A Community with Character/～性質で示そう～ 
We shifted our focus to Empathy this week, which works nicely because October is National 
Bullying Prevention Awareness Month. This week, our theme is kindness and making new 
friends. We revisited the purpose of our Buddy Bench at Recess. It’s a simple concept. If you 
ever feel lonely or want someone to play with at recess, sit on the Buddy Bench. That is a signal 
to other students that you are looking for a friend. If you see someone sitting on the bench, 
please go over and talk to them and invite them to play. We will also be recognizing students 
who show kindness on our bulletin board in the 5th and 6th grade hallway. 

We once again ended our meeting by recognizing students Caught With Character. 
10月はイジメ撲滅の月ですので、朝礼でも共感について話し合いました。今週のテーマは親切

さと友達作りです。リセスの時間に使うことのできる、「バディベンチ ~仲良しベンチ ~」につ

いて再度話し合う予定です。このベンチのコンセプトはいたってシンプルで、寂しいと感じて

いたり、誰かリセスの間一緒に遊ぶ友達を探している児童たちは、このバディベンチに座りま

す。このベンチに座ることによって、他の児童たちに「友達を探している」と知らせることが

出来ます。また、親切さを示せた児童たちを、 5，6年生の廊下に設置された掲示板に貼り出し

ます。

朝礼の最後には性質を示せた児童たちを発表しました。

https://twitter.com/NijiIroSchool
https://twitter.com/NijiIroSchool


 
 
 

        
 

           
 

     
          
              
                

        
 

                  
                 

            
 
 
 
 

Reading Proficiency Reports 
ポートと個別の読書改善プラン (IRIP) 

and Individual Reading Improvement Plans (IRIP)/読解能力レ 

You will receive your child’s Reading Proficiency Report later this week. 

The Reading Proficiency Report 
● will list your child's current reading level on applicable assessments. 
● will indicate if your child is within targeted reading standards for their grade level. 
● will indicate if your child is required by state law to receive an Individual Reading 

Improvement Plan for our next intervention window. 

If your child is to receive an Individual Reading Improvement Plan you will receive the document 
from your child’s teacher. The report will need to be signed and returned to school, and your 
child’s teacher will contact you about finding a time to review it. 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

     
             

                  
                 

                  
       

 

 

 
 

 
  

  
  
  
  
  

    
    

 
 
 

お子さんの読解能力レポートは今週末に配られます。

読解能力レポートに含まれるもの 
● お子さんの読書レベル（該当する評価のみ） 
● お子さんが今現在在籍中の学年レベル読書標準を満たしているか。 
● 次期の期間中、州法に定められた個別の読書改善プランを受ける必要があるかどう

か。

お子さんが個別の読書改善プランを受ける必要がある場合は、お子さんの担任からプランの書

類が配られます。こちらの書類はサインをした上、学校までご提出ください。その後担任の方

から連絡をし、このプロセスついてご説明させて頂きます。 

Rainbow Picture October 16/にじいろ集合写真 10月16日
I wanted to send another reminder about our Rainbow picture on Wednesday. 
We take our Rainbow picture outside at 10:30 on October 16. For those new to the Niji-Iro, this 

is the day where students wear the colors of the rainbow by grade. You can see previous 

pictures in the office. Please have your children wear a shirt that is the color designated for their 
grade. Picture retakes will be October 23.
今週の水曜日に行われる集合写真について再度のリマインダーです。 

10月16日（水曜日）の午前 10時半に集合写真の撮影を行います。にじいろ小学校の伝統とし

て、全校児童で合わせて「にじいろ」となるように、児童たちはそれぞれ学年別で割り当てら

れた色の紙を持って撮影します。今年度より新しく にじいろ家族に加わられた保護者の皆様

は、お時間がおありの時に是非オフィスにある過去の「にじいろ」集合写真をご覧ください。

撮影の当日、お子さんには学年に割り当てられた色の服装で登校させてください。個人写真の

取り直しは 10月23日に行います。 

Colors 色 

Teachers White 先生 白 

6th Red 6年生 赤 

5th Orange 5年生 オレンジ 

4th Yellow 4年生 黄色 

3rd Green 3年生 緑 

2nd Blue 2年生 青 

1st Indigo (Light purple) 1年生 インディゴ（薄紫色） 

K Violet (Dark Purple) キンダー バイオレット（紫色）



   
                  
         

 

 
 

  
                   

                  
             

             
 

                
                  
         

 
 

 

 
 

   
 

    
               

               

       
 

     
      

 
    

            

     
 

 

Akimatsuri Fall Festival/秋祭り 
Our next major school event is coming up on October 25. Please click on the following link with 
very detailed information about the Akimatsuri Fall Festival: 
10月25日に大きなイベントとなる秋祭りが行われます。詳細については下記のリンクをご覧く

ださい : 
https://docs.google.com/document/d/1qzbBgLZNTwmLx3kA-PBbcg0oDenNcE9cPrwkgDFA49Y/ 
edit?usp=sharing 

Lunch Update/ランチについてのアップデート 
Please note that the cutoff time for ordering hot lunch is 10:30 each morning. If your child will be 
late but will be ordering lunch, please call the office or email Mrs. Morro to inform her at 
kmorro@livoniapublicschools.org. If we are not informed by 10:30 that they are ordering (either 
by you or your child), they will receive an alternate (cold) lunch. 

Also, on October 25, we will be serving sliders, carrot sticks, and either applesauce or apple 
slices instead of popcorn chicken.There will be no salad bar offered on that day as we will be 
setting up for Akimatsuri. Thank you for your understanding!
ホットランチのオーダーは毎朝午前 10時半となっておりますので、もしお子さんが遅刻をして

登校してもランチをオーダーされる場合は、学校オフィスのモッロさんまで電話又はメールに

てご連絡ください :kmorro@livoniapublicschools.org。午前 10時半までに児童又は保護者から連

絡の無い場合は、コールドランチが支給されます。

また、 10月25日には、ポップコーン・チキンの代わりにスライダー、にんじん、アップルソー

スかりんごのスライスのメニューとなり、秋祭りの準備の為、サラダバーはお休みとなります

ので、ご了承ください。 

Flyers/After School Opportunities　フライヤー /放課後のアクティビティ 

MSU Girls STEM Day/ミシガン州立大学女子限定 STEMイベント 
Michigan State University is offering a free STEM event for girls in kindergarten through grade 
4. Click on the flyer for more information: Girls STEM Day Flyer - 2019.pdf
ミシガン州大学による無料の STEMイベントがキンダーから 4年生の女の子を対象として行われ

ます。詳細は以下のフライヤーをご覧ください :Girls STEM Day Flyer - 2019.pdf 

November School of Choice Window/11月スクール・オブ・チョイス期間 
SCHOOL OF CHOICE AD OCT 2019.pdf 

Hinoki Japanese Writing Contest/ひのき財団主催日本語筆記コンテスト 
2020 HF Japanese Writing Contest Rules & Application Form - compressed (1).pdf 

PTA Halloween Dance Volunteer Form/PTAハロウィン・ダンスのボランティア用フォーム 
https://forms.gle/Lsf3gG5cWE5V4N7EA 

https://docs.google.com/document/d/1qzbBgLZNTwmLx3kA-PBbcg0oDenNcE9cPrwkgDFA49Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qzbBgLZNTwmLx3kA-PBbcg0oDenNcE9cPrwkgDFA49Y/edit?usp=sharing
mailto:kmorro@livoniapublicschools.org
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=8841d5d5-3b93-4ec7-a72d-a0a2494ad4b9&/Girls%20STEM%20Day%20Flyer%20-%202019.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=8841d5d5-3b93-4ec7-a72d-a0a2494ad4b9&/Girls%20STEM%20Day%20Flyer%20-%202019.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=11afa29d-1154-4385-b351-baa5f686f0d8&/SCHOOL%20OF%20CHOICE%20AD%20OCT%202019.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=83dbbaa0-2f6e-4a80-b671-622bbaa3eccf&/2020%20HF%20Japanese%20Writing%20Contest%20Rules%20&%20Application%20Form%20-%20compressed%20(1).pdf
https://forms.gle/Lsf3gG5cWE5V4N7EA
mailto:kmorro@livoniapublicschools.org


   
 

 
  

 
 

  
 

        
 

 
            

 
 

       
 

 
 
 

All my best,
敬具 

Lawrence DeLuca
デルーカ校長 

Upcoming Dates/今後の行事 

Wednesday, October 16 - PTA Meeting 7:00-8:15 p.m. 
10月16日（水）　 PTA会議　午後 7時~8時15分 

Friday, October 18 
10月18日（金）　校長先生とのお茶会　午前 9時~10時;ハロウィン・ダンス　午後 6時半 ~8時半 

- Principal’s Tea 9:00-10:00 a.m.; Halloween Dance 6:30-8:30 p.m. 

Friday, October 25 - Akimatsuri Fall Festival 
10月25日（金）　秋祭り


