
   
   

  
 

                  
                

 

 
 

 
     
               

                
                 

                
    

 

Niji-Iro Update 9-16-19 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校 保護者の皆様へ 

Our first major school event is this Friday with our Undoukai celebration. I hope many of you are 
able to attend. Again, please click on the following link if you are able to volunteer: 
https://forms.gle/wBq44vMqD493zvZ38
当校の一大イベントである運動会が今週の金曜日に行われます。皆様のお越しをお待ちしてお

ります。ボランティアについては下記のリンクをご覧ください： 
https://forms.gle/wBq44vMqD493zvZ38 

A Community with Character/～性質で示そう～ 
At our Monday morning meeting, we continued our discussion on Respect, and we talked about 
ways we show respect in school. We discussed how to show respect when people are talking 
by listening giving them your full attention. This served as a good introduction for our 6th grade 
students who gave student council speeches. They all did an excellent job speaking in front of 
the entire school.
月曜日の朝礼では引き続き敬意について話し合い、実際に学校生活の中でどう示せるか話しま

した。一つの例として、他の人が話している時に注意を払って聞く事が出来ます。その後、 6年
生の生徒会からのスピーチがありました。みんなそれぞれ全校児童の前でよく話せたと思いま

す。

https://forms.gle/wBq44vMqD493zvZ38
https://forms.gle/wBq44vMqD493zvZ38


 
 

             
           

 

As always, we recognized more students for being Caught With Character. These particular 
students helped a kindergarten student at recess who was upset.
いつも通りに朝礼の最後には性質を示せた児童たちを発表しました。以下の児童たちはリセス

（お昼休み）の時間に困っていたキンダーの児童を助けてくれました。



 
 

 
               

                 
               

          



 
 

   
    

  
 

   
    

   
 

   
    

  
 
 
 

Conferences/三者面談 
You should have received an invitation to sign up for conferences from your child’s teacher. 
Please note that our conference schedule is different this year. There will be no after care 
available on September 26 and 27 when we have half days. Please make arrangements to 
pick up your children at 12:15 on those days.
お子さんの担任より三者面談用のサインアップについての連絡が届いたことと思います。今年

度の面談スケジュールは例年通りではありませんので、ご注意ください。 26日と 27日は半日授

業となりますので、放課後のアフターケアはご利用できません。両日とも下校時刻は 12時15分
となります。

Wednesday, Sept 25 9月25日（水曜日） 
Full Day for students 終日授業 
Conferences 4:30-7:30 面談　 4時半 ~7時半 

Thursday, Sept. 26 9月26日（木曜日） 
Half Day for students 半日授業 
Conferences 1:00-4:00; 5:00-8:00 面談　 1時~4時、 5時~8時 

Friday, Sept. 27 9月27日（金曜日） 
Half Day for students 半日授業 
Conferences 1:00-4:00 面談　 1時~4時



  
                  

            

  
 

  
                   

                
                  

                      
      

 

 
 

   
 

 
  

 
 
 

Yearbook Volunteer/イヤーブック・ボランティア 
We are looking for a parent volunteer to help put the yearbook together this year. If you are 
interested in helping with this, please email me at ldeluca@livoniapublicschools.org.
来年度のイヤーブック作成を手伝って頂ける保護者のボランティアを募集しています。ご興味

がおありの方は、校長までメールにてご連絡ください ldeluca@livoniapublicschools.org 

Salad Bar/サラダバー 
I hope you all saw my email regarding the new salad bar at lunch. In addition to fruits and 
vegetables, we often have cheese, juice, and an assortment of other snacks. The salad bar is 
included with any hot lunch purchase. If students would like to bring their lunch but still eat from 
the salad bar, they can purchase a tray for $1 to use at the salad bar. They can pay with cash or 
we can charge their account.
以前に別メールでご連絡致しましたが、サラダバーが本格稼働を始めました。野菜や果物の他

にも、チーズスティックやジュースなど、その他多くの品揃えを用意しています。サラダバー

はランチオーダーに含まれています。サラダバー単品の場合は $1にてご注文が可能ですので、

お弁当持参の児童にも購入していただけます。現金もしくはアカウントにチャージすることで

お支払いいただけます。

All my best,
敬具 

Lawrence DeLuca
デルーカ校長

mailto:ldeluca@livoniapublicschools.org
mailto:ldeluca@livoniapublicschools.org


   
 

   
                
     
   

 
   

 
  

 
      

 
 

 
   

    
  

 
   

    
   

 
   

    
  

  

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

Girl Scouts Meeting/ガールスカウト 
There is an informational Girl Scouts meeting on September 23 after school. Click on the flyer 
below for more information. 
Niji-Iro Girl Scouts.pdf 
9月23日の放課後にガールスカウト説明会が行われます。詳細は以下のフライヤーをご参照く

ださい。 
Niji-Iro Girl Scouts.pdf 

Upcoming Dates/今後の行事 

Friday, September 20 - Undoukai/Sports Day 
9月20日（金）　運動会（日本式） 

Conferences/三者面談 
Wednesday, Sept 25 
Full Day for students 
Conferences 4:30-7:30 

Thursday, Sept. 26 
Half Day for students 
Conferences 1:00-4:00; 5:00-8:00 

Friday, Sept. 27 
Half Day for students 
Conferences 1:00-4:00 面談　 

9月25日（水曜日）
終日授業
面談　 4時半 ~7時半 

9月26日（木曜日）
半日授業
面談　 1時~4時、 5時~8時 

9月27日（金曜日）
半日授業 

1時~4時

https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=38959c37-00f0-4a76-8488-d96151920e6e&/Niji-Iro%20Girl%20Scouts.pdf
https://www.intouchk12.com/IntouchPortal/DesktopModules/Edulink/DownloadFile.aspx?did=38959c37-00f0-4a76-8488-d96151920e6e&/Niji-Iro%20Girl%20Scouts.pdf

