
   
   

  
 

                     
                   

               
          

 
 

     
               

              
               

                
                 

                
                

         

 

Niji-Iro Update 11-25-19 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校保護者の皆様へ 

Happy Thanksgiving! I know it is not for a few days, but I wanted to thank all of you for making 
the decision to send your children to Niji-Iro. I am thankful to work at such a unique and inspiring 
school with an amazing group of students, staff, and families. Remember, there is no school 
Wednesday through Friday this week due to the Thanksgiving Holiday.
ハッピーサンクスギビング！　まだ、サンクスギビングはもう少し先なですが、私としては、

皆様のお子様を、にじいろ小学校生してくださった決断に本当に感謝していることを保護者の

皆様にお伝えしたいと思います。私自身も、にじいろ小学校のようなユニークかつ、良い意味

で刺激的な環境において、素晴らしい児童とスタッフ、また保護者の皆様に囲まれて働くこと

ができることに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。水曜日から金曜は感謝際を祝う祝日週で

すので、学校は休校となることをお忘れのないようにお願いします。 

A Community with Character/～性質で示そう～ 
Our student council officers gave a presentation last Monday to introduce our walking club that 
takes place during indoor recess. This tied in nicely with our discussion on Responsibility 
because the student council members put this together on their own. The students who gave 
the presentation used their recess time and came in before school to practice. We will be 
starting with students in grades 4-6 at recess, and they will have the opportunity to walk around 
the library during indoor recess. Students will receive tickets as they complete laps, and we will 
have a leaderboard with the students’ progress. We look forward to having this club as an 
alternate physical activity students can do during indoor recess.
生徒会が、先週の月曜の集会ですが、昼休み中に活動を行う、ウォーキングクラブ活動の紹介

プレゼンテーションを行いました。この生徒会における、プレゼンテーションは、生徒会自ら

が準備した内容であり、今までも朝の集会にて重点をおいて話し合いをしていた「責任」にも

つながります。プレゼンテーションを行った児童は、休憩時間や、登校前の時間に練習を重ね

た結果をプレゼンしてくれました。 4年生から 6年生の児童の昼休憩の時間を皮切りに、図書館
の周りを歩くという活動をウォーキングクラブでは行います。一周する毎に、児童はチケット

を受け取り、生徒の活動記録を示す掲示を行います。このクラブ活動で、インドア昼休憩の際

に、少しでも体を動かすことができるようになることを望んでおります。



 
 

     
                

                  
                 
                 

       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students Staying in for Recess 
Speaking of recess, all children are expected to go outside with their classes when the weather 
permits. If a student has been ill, you may send a note and request he/she not participate. The 
student may remain inside for ONE day, but beyond this period, a doctor's note is required. 
Please practice putting on and taking off winter gear at home (for our younger students); this will 
help maximize their social learning time.

校内での昼休みに関して： 
昼休憩に関してもう一点お伝えしたいことがあります。全ての児童には、天気が許す限り、外

で昼休みを過ごすことになっております。もし、児童が病気である場合で、校内での昼休みの

活動を希望される場合はその旨を伝えるメモを児童に持たせてください。 1日であれば、保護者
からのメモをもって、校内での昼休みが可能ですが、 1日以上の場合は、医者からの証明書きが
必要となります。また、各ご家庭にて、特に低学年の児童の場合は、手袋などの防寒グッズを

自分で身に着けられるように練習をお願いします。そうすることによって、児童が外で遊べる

時間を増やすことができます。



   
                 
                 

                
     

 

 
 
 

   
 

     
 

 
     

                
            
    

 
    

               
               

       
 

    
            

 
   

 
 

  
 

 
 

  
 

     
 

Exciting Staff News! 
Last week was an exciting week for two of our teachers. On November 16, Ms. Korpela became 
Mrs. Piechota as she married her husband Evan. On November 19, Ms. Sian gave birth to a 
beautiful baby girl name Eira. Please join me in congratulating the Piechotas and Millers on this 
exciting chapter in their lives.
教員に関するお知らせ： 
先週は、 2人の先生にとって、とても良い週となりました。 11月16日に、 Korpela先生は、ご主
人の Evannさんとご結婚され、 Piechota先生となられました。また、 11月19日には、 Sian先生
が、無事出産されました。 Eiraという女の子です。 Piechota先生と Sian先生の新たな人生の幕
開けを皆様にもぜひとも一緒に祝って頂きたく、ご連絡させて頂きました。

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

Livonia Merry and Bright Parade/リボニア・メリー＆ブライト・パレード 
https://forms.gle/4iP5xuA2GEKwW7RL6 

Livonia Robotics Team Open House 
The Livonia Robotics Team is holding an open house on Friday, December 6 at Dickinson for 
any students who may be interested in joining in middle school. 
FRC Open House 2019.pdf 

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 

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 

All my best,
敬具 

Lawrence DeLuca
デルーカ校長 

Upcoming Dates/今後の行事 

November 27-29 - Thanksgiving Break 
11月27~29日　サンクスギビング休暇

https://forms.gle/4iP5xuA2GEKwW7RL6
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=9f4841f7-3f7b-47bf-8ed8-995ccbc292e5&/FRC%20Open%20House%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=8841d5d5-3b93-4ec7-a72d-a0a2494ad4b9&/Girls%20STEM%20Day%20Flyer%20-%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


 
     

 
 

        
 

 
        

    

December 5 - Skate Night 

December 6 - No School (Elementary Schools Only) 

December 8 

12月6日　 -　休校 

- Livonia Merry and Bright Parade 

12月5日　 -　スケートナイト 

12月8日　 -　リボニア　 Merry and Brightパレード


