
   
   

  
 

                         

 
 

    
                    

                      
                      
                    

                
        

 
                 

                     
   

  
  
  

 
                    
  

 




 
 

 
  
  
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niji-Iro Update 6-8-20 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校保護者の皆様へ 

There are only two weeks left of school! We have a lot going on these next two weeks, so I will get right to it!
今学期も残すところ、あと 2週間となりました。残りの 2週間は様々な連絡事項が沢山ありますので、以下をご
覧ください。 

Picking Up Students’ Belongings/所持品の引渡し 
I wanted to include this reminder one more time. For those of you with children in multiple grades, come to 
whatever time is most convenient for you, and we will bring you all of their belongings. I wanted to add that we 
will have lost and found located at the front of the school that you can inspect after going through the pick up 
line. Also, Chromebooks do not need to be returned at this time. If you borrowed a Chromebook from 
school, you are encouraged to keep it over the summer for learning opportunities. More information about 
summer learning opportunities will be coming soon. 

We will follow our normal dismissal procedures, so please have your pick up number hanging from your 
rearview mirror. If you do not know your number, please let me know. The pick up times will be as follows: 
Friday, June 12 
K-1 12:00-1:00 
2-3 1:00-2:00 
4-6 2:00-3:00 

We will add an additional time on Thursday, June 18 from 9:00-12:00 for families that cannot come on June 
12.

先週の金曜日にメールにて連絡させていただきましたが、複数の学年にお子さん達がいらっしゃる方は、ご都

合がよい時間帯にお越しください。ご一家にいらっしゃるお子さん達全ての所持品をまとめてお渡しいたしま

す。追加の連絡事項ですが、校舎前に忘れ物置き場を設置していますので、ピックアップの列で引き取った後

に、心当たりがおありの方はこちらもご確認ください。また、クロームブックは今回返却する必要はありませ

ん。学校からクロームブックを借りている児童たちは夏休みにも勉強できるよう、来年度までお使いいただけ

ます。夏休みの強化レッスンについては後日連絡致します。

引渡しは下校の手順と同じように行いますので、下校時にお子さんをピックアップされていた時と同じよう

に、学校のタグをバックミラーに掛けてお待ちください。番号札を紛失された方は、校長までご連絡くださ

い。 6月12日（金）の引渡し時間割は以下の通りです： 
K-1年生 12:00-1:00 
2-3年生 1:00-2:00 
4-6年生 2:00-3:00 

6月12日にお越しになられない方の為、 6月18日（木）の午前 9時から 12時まで追加の時間を設けます。



     
                 

                  
     

 

  
 

    
                   
                    

            

 
 

    
                     

                    
                    

          
 

                    
               

 
         

 

 
 

  
 

 
 

  
                      

                
                  

     

          
 

 
 
 
 

Japanese books and materials日本語教材などについて 
When you return your library books or other school textbooks, please keep your Japanese books over the 
summer. We will collect Japanese resources in the Fall. If you have any questions about this, please contact 
Ai-sensei. <aameyaw@livoniapublicschools. org>

今週、子どもたちの持ち物を返却します。その中には、学校より貸し出ししている国語と算数の教材などが

入っているかもしれません。それらは新年度に学校が再開された時に、改めて回収を行う予定ですので、夏休

みの間はお家で保管しておいてください。何かご質問などありましたら、あい先生までご連絡ください。＜ 
aameyaw@livoniapublicschools.org＞ 

Yearbooks and Spring Pictures/イヤーブック及び春季撮影写真 
We have not received our spring pictures or yearbooks from Lifetouch yet. We have been in touch with them 
and hope to have them before Friday. If they arrive in time, we will include them with your students’ belongings. 
If not, we will arrange another time when they can be distributed.
イヤーブック及び春季撮影された写真はライフタッチ社からまだ届いておりませんが、今週の金曜日までに届

けてもらえるよう取り計らっているところです。金曜日までに届いていれば、所持品の引渡しの時にまとめて

お渡し致します。金曜日に間に合わない場合は、新たな引渡し方法についてご連絡致します。 

Message for Niji-Iro Graduates/にじいろ卒業生からのメッセージ 
We have a tradition at Niji-Iro where the students in grades K-5 stand in the hallway and clap for the 6th 
graders on the morning of their graduation. Since we cannot be together in person this year, we are planning a 
virtual graduation for our 6th graders. We would still like to incorporate the clap-out tradition, so I am asking for 
your help in creating a video for our graduates. 

Please take a picture of your student(s) clapping or holding up a sign that says congratulations. You can email 
the pictures to ldeluca@livoniapublicschools.org. I will need the pictures by Friday, June 12. 

Thank you for your support of our 2020 graduates!

当校にじいろ小学校では、 6年生が卒業を迎える朝、キンダー～ 5年生が廊下に並び、拍手で迎える、という伝
統があります。今年度は実際に校舎内で行うことはできませんが、オンラインでの卒業式を執り行います。拍

手で迎える場面も是非取り入れたいと思っていますので、卒業生の為にご協力をお願い致します。

お子さんが拍手をしている写真、又はおめでとうのサインを持っている写真を撮り、 
ldeluca@livoniapublicschools.orgまでお送りください。締め切りは 6月12日（金）です。 

2020年度卒業生の為、皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

Field Day/フィールド・デー 
I want to thank Mrs. Herrick for putting together field day activities for our students this week. You can see a list 
of her suggested activities here: Niji Iro June 8 Shared Time Physical Education Learning Activities.pdf 
Please share any pictures of your children participating in these field day events on the Niji-Iro PTA Facebook 
page with the hashtag #NijiIroFieldDay
今週児童たちの為に、フィールド・デーのアクティビティを考案して下さったヘリック先生に感謝申し上げま

す。アクティビティのリストはこちらからご覧ください : Niji Iro June 8 Shared Time Physical Education 
Learning Activities.pdf　子ども達がフィールド・デーのイベントに参加している写真をにじいろ PTAのフェイ
スブックにハッシュタグ #NijiIroFieldDayを付けてシェアしてください。

mailto:ldeluca@livoniapublicschools.org
mailto:ldeluca@livoniapublicschools.org
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=d4582b18-b5fa-4446-a81f-322822ff70ca&/Niji%20Iro%20June%208%20Shared%20Time%20Physical%20Education%20Learning%20Activities.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=d4582b18-b5fa-4446-a81f-322822ff70ca&/Niji%20Iro%20June%208%20Shared%20Time%20Physical%20Education%20Learning%20Activities.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=d4582b18-b5fa-4446-a81f-322822ff70ca&/Niji%20Iro%20June%208%20Shared%20Time%20Physical%20Education%20Learning%20Activities.pdf


   
                      

                     
                      

 
             

                
           

               
   

 

 
 

 
 

 
 

  
                         

                  
                    

                         
                

                   
                     

         

 
 

 
 

 
     

 
 

  

Goodbye Car Parade/見送りカーパレード 
As a way of saying goodbye for the summer, we are going to hold a car parade on Monday, June 22 from 
1:00-2:00. The Niji-Iro teachers and staff will line up on the west side of the building where we have drop off 
and dismissal. Please use our normal drop off route so that we can wave to each other as you pass by the 
building. 

● Everyone must stay in their car (you can wave, shout, or virtually hug). 
● Cars should move at a slow steady pace. Traffic may be heavy, so please be patient. 
● Do not throw or try to hand anything from your car 
● Please consider decorating your car to celebrate this special event! Students can make signs, posters, 

banners, etc.

夏休み前のお別れを記念し、 6月22日（月）の午後 1時~2時までカーパレードを行います。通常ピックアッ
プ、下校時に使用している校舎西側に、にじいろの教職員が並びます。一人一人の顔が見れるよう、ドロップ

オフ時と同じように進行してください。 
● 車内から出ないでください（手を振る、大声で叫ぶ、又はエア・ハグは大丈夫です）。 
● 徐行運転をお願い致します。混雑している可能性が高いですので、ご理解とご協力をお願い致しま

す。 
● 車内から物を投げたり、手渡したりしないでください。 
● この特別なイベントの為に、車をデコレーションしてみませんか？お子さん達にサイン、ポスターや

バナーなどを作ってもらっては如何でしょうか？ 

Silver Linings/希望の光 
I have to admit that I had a hard time finding a silver lining this week. I have been very upset by what I have 

seen going on in our country with the senseless killings of George Floyd, Ahmaud Arbery, and countless other 
acts of racial prejudice. I chose to focus on African American stories and authors for my readings this week in 

the hopes that some of the stories like Be a King and Amazing Grace might be good ways to talk about race 

with our younger children. This has sparked conversations with my ten-year-old and the importance of standing 

up for others when he sees injustice. I encourage you to have conversations about race and racism with your 
children so that our society learns from these tragedies and does not repeat them in the future. I included a few 

links that I hope will help with these discussions.
今週、希望の光を見出すのは一苦労でした。不合理な殺害の被害となったジョージ・フロイド氏、アフメッ

ド・アーバリー氏を初め、人種的偏見が国中に横暴しているのを目の当たりにし、動揺せずにはいられません

でした。今週の読み聞かせの本には、アフリカン・アメリカ人の著者を選びました。「王となれ」や、「ア

メージンググレイス」など、お子さん達と人種差別について話し合えるきっかけになれば嬉しいです。私自

身、 10才になる息子と、不道徳な行いが行われているのを目撃した場合には、不公平に立ち向かうことの大切
さを話し合えました。この悲劇を無駄にしないよう、どうか皆様もお子さん達と人種差別について今一度お話

しされることをお勧め致します。そうすれば、将来また同じような惨劇を繰り返すのを許すような社会になら

ないと強く信じております。話し合いに役に立つリンクを含めていますので、どうかご覧ください。 

https://www.youtube.com/watch?v=1vHymutysWU&feature=youtu.be 

https://www.pbs.org/parents/thrive/childrens-books-about-race-and-diversity 

https://www.tolerance.org/ 

Take care of each other!
皆様、お互いを大事にしましょう！ 

Lawrence DeLuca 

https://www.youtube.com/watch?v=1vHymutysWU&feature=youtu.be
https://www.pbs.org/parents/thrive/childrens-books-about-race-and-diversity
https://www.tolerance.org


 デルーカ校長


