Niji-Iro Update 11-23-20
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校 保護者の皆様へ
We had a relatively seamless switch to remote learning last week. The teachers expressed to me how well it is
going and that we have nearly 100% participation from our students. Thank you for adjusting your schedules
and working to support our students and teachers. As a reminder, there is no school Wednesday, Thursday, or
Friday this week in observance of the Thanksgiving Holiday.
先週は比較的スムーズにリモート学習への切り替えができました。教員からも、スムーズにリモート学習を実
施できており、また出席率も100%に近いとの報告を受けております。今回のリモート学習への切り替えに当
たり、教員、また児童のサポートにおきましては、スケジュールの調整等、保護者の皆様のご協力に改めて感
謝申し上げます。リマインダーとして、来週の水曜、木曜、金曜日は感謝祭の祝日週となり、休校となります
のでお忘れのない様お願い致します。

Reporting COVID-19 Cases/新型コロナウィルス（COVID19) 感染した場合の報告について
Even though we are currently remote, please continue to call our office at 734-744-2785 if your child has been
identified as being a positive case of COVID-19 or a close contact. This is important information for us to
provide to the Wayne County Health Department as well as our own mitigation efforts to keep our students and
staff members safe during the pandemic. I included a letter from our Director of Student Services with more
information: 20201119111041.pdf
現在、全授業はリモートになっていますが、陽性ならびに濃厚接触の可能性があった場合には引き続き、オ
フィス（734-744-2785 )までご連絡ください。これはウェイン群保健所 (Wayne County Health Department)へ
の報告のためと、児童並びに教員・スタッフ全員が安全にパンデミックを乗りきれるよう、独自の対応をして
いくために重要な情報です。詳細は、添付のリボニア学区（Director of Student Services)からの連絡をご参照
ください。

Report Cards/成績表
The fall trimester ends on Thursday, December 3. Friday, December 4 is a workday for teachers; therefore,
students will not have class on that day. Report cards will be available to view or print on Parent Connect
Wednesday, December 9. If you have trouble logging into Parent Connect, click on the following link: Parent
Connect and MiStar Q & A. You will then have the opportunity to discuss your child’s report card with his or her
teacher during conferences.
今学期の最終日は12月3日（木）となります。12月4日（金）は職員研修ですので、児童たちにとっては休校
となります。成績表は12月9日（水）以降、ペアレント・コネクトからアクセス可能となり、閲覧、又は印刷
出来ます。ペアレント・コネクトにアクセスできない場合は、こちらのリンクをご参照ください: Parent
Connect and MiStar Q & A 成績表の質問等は担任との三者面談でご相談ください。

Parent/Teacher Conferences 三者面談
The district has made one slight change to the Parent Teacher Conference schedule for December. Friday,
December 11 is now a half day of school, so our students will be dismissed at 12:15. Your child’s
teacher will send out information about signing up as we get closer to the dates.
●
●
●

December 9 – Full day of school with evening conferences
December 10 – ½ day of school with afternoon and evening conferences
December 11 – half day of school (12:15 dismissal)

オンラインでの三者面談は12月に延期されました。12月11日（金）は半日授業となりますので、当校の児童
たちは12時15分に下校となります。サインアップ方法につきましては、担任の方から後日ご連絡致します。
●
●
●

12月9日
12月10日
12月11日

終日授業 夕方から三者面談
半日授業 午後から三者面談
半日授業 （12時15分下校）

PTA Holiday Shop
Niji Iro Elementary presents MyHolidayShop - an online holiday shopping experience where students and
families enjoy shopping together while supporting their school. With a wide selection of gifts priced within a
child’s budget (most under $5), students can shop the personalized gift collections for Mom, Dad, Grandma,
Grandpa, siblings, pets, and more!
●
●
●
●
●
●
●

Visit: https://myholidayshop.org/school/902327
Our Shop Opens Now
Shop ends: November 26, 2020
Families shop and pay for gifts online (site is available in both English and Spanish).
Gifts are shipped directly to your home.
E-Gift Cards available: A great option if you would like to ask a family member to sponsor your child.
Share the link with friends and help raise money for our school.

If you have questions, please contact Nicole Bowman via email at nrbowman2016@gmail.com.
にじいろのご家族、児童の皆さんがオンラインショッピングを楽しみながら学校をサポートできるマイ・ホリ
デーショップをご紹介致します！お子様の予算に合わせた＄５以下の商品が多々揃っている中、お母さん、お
父さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ご兄弟皆様にカスタマイズもできます。
· ショップはこちら: https://myholidayshop.org/school/902327
· ただいまオープンしております。
· 11月26日までショップをアクセスできます。
· ネットショップで直接お支払いできます。（サイトは英語とスペイン語でアクセスできます）
· 商品はご自宅に直接お届けされます。
· E-ギフトカードもございます。親戚やお友達にお子様のサポートをお願いできる素晴らしいオプ
ションです。
· 親戚やお友達にもこのリンクをシェアしてにじいろのファンドレーザーのご協力を是非お願いしま
す！
ご質問のある方はニコール・ボーマンnrbowman2016@gmail.comまで、または日本語で安川・ヅジンスキー
あや aya.yasududz@gmail.comまでお気軽にお尋ねください。
Webster Alternative Classrooms for Academically Talented (ACAT)/アカデミック・クラス（ACAT)
The application window for ACAT opens on November 30, 2020. They will be holding a virtual information
meeting on December 3, 2020 to share information about the program. Please click on the following flyer:
Informational Meeting Flyer 2020 (1).pdf
ACATへの登録は2020年11月30日からです。プログラムについてのオンラインでの説明会は2020年12月3日に
行われます。詳細は以下のフライヤーをご参照ください：Informational Meeting Flyer 2020 (1).pdf
I wish you all a safe and restful Happy Thanksgiving!
皆様、楽しいサンクスギビングを安全にお過ごしください！
Lawrence DeLuca
デルーカ校長

