
   
   

  
 

                    
                   

   

 
 

    
                

                  
     

 
                   
                    

                    
                   
                 

                    
          

 


 

 

 
 
 

     
                   

                     
                       
         

 
 
 
 

Niji-Iro Update 3-30-20 
Dear Niji-Iro Families,
にじいろ小学校保護者の皆様へ 

It’s been just over two weeks since the students were in school. Technically, this would be the start of our 
two-week spring break, but I wanted to send another update since we are entering the next phase of support 
for our students.
児童たちが最後に登校した日から、 2週間少しが経ちました。本来では、今週から 2週間の春休みに入る予定で
したが、児童たちへのサポートの次のステップについてご連絡致します。 

Enrichment and Reinforcement Plans/学習補填・補強の計画 
Last Friday, you should have received a weekly enrichment and reinforcement plan from your child’s teacher. 
Please respond to this email from your child’s teacher. It is imperative that we know that our families 
are receiving this communication. 

The intent is for these lessons to provide your children with activities that review or enrich the content they 
have learned this year. The plans that went out last Friday are for the current week (March 30-April 3). We 
understand that this was supposed to be the start of our spring break, but we thought it was important to 
provide you with class specific activities since the students were not in school the last two weeks. You will 
receive another email from your child’s teacher this Friday, April 3 with more weekly activities. However, those 
activities will be for the week of April 13-17 (after the entire district is on spring break). Teachers will continue 
to send plans on Fridays for the following week.

先週の金曜日にはお子さん達の担任から、毎週行われる予定の学習補填・補強計画がメールで皆さんのお手元

に届いているかと思います。この担任からのメールにご返信ください。ご家族が学校側からの連絡を受け取っ

ておられるのを確認する事が重要ですので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

この学習計画の目的は子供たちが今年度の内に学習した内容の見直し、または深めるアクティビティの提供で

す。先金曜日に送信された計画は、今週（ 3月30日から 4月3日）のためのものです。今週から春休みが始まる
予定でしたが、児童たちは過去 2週間学校がなかった事を考慮し、それぞれのクラスに合ったアクティビティ
を提供するのが重要であると判断しました。今週金曜日の 4月3日に担任からの追加のアクティビティが送られ
る予定です。ただし、そのアクティビティは 4月13日から 17日（区域全体の春休みの後）のためのものとなり
ます。その時点でまだ学校が閉まっている場合には、先生達から引き続き翌週のための計画が金曜日に送信さ

れます。 

Zoom Meetings and Google Hangout/Zoomミーティング及び Googleヘングアウト 
Your child’s teacher may reach out to you about setting up Zoom or Google Hangout meetings for the students 
in the coming weeks. These have become great tools during our Stay At Home order. Last week, I was able to 
hold Zoom meetings with all of the teachers, and it felt great to see all of them again. I hope the students will 
have a chance to do this with each other. 
ZoomやGoogleでのミーティングについて、お子さん達の担任より連絡がされる予定となっています。自宅待
機の命令が出ている今、役立つツールとして注目が集まっています。先週には教師全員と Zoomミーティング
を開く事が出来、みんなの顔を見て私自身ホッとしました。子ども達も同様にしてクラスメイトなどの顔を見

られれば、と思っています。



  
                        

                    
                    

                       
                       

 
                  

                

 
 

    
 

 
   

 
 

  
 

Silver Linings/希望の光 
As I said last week, I continue to look for silver linings. This past week, I set up a Zoom meeting with my four 
best friends from high school. While I speak with them regularly on an individual basis, we had not all been 
together since my wedding fifteen years ago. They all live in different states across the country, and it was a 
treat to see all of them together, even if it was on a computer. We plan to have a weekly meeting for the 
foreseeable future. I encourage you all to take this time to reach out to people you don’t get to see every day. 

I will continue to post read alouds each weekday around 3:00 on the Niji-Iro Elementary School PTA, Livonia 
Facebook Page as well as the Niji-Iro Twitter page: https://twitter.com/nijiiroschool. Stay happy and healthy!
先週のニュースレターでも言いましたが、希望の光を見出すことは重要です。私は先週、 Zoomミーティング
で高校時代の親友 4人と話す機会がありました。それぞれ個人と話す機会はあったものの、みんなで顔を合わ
せられたのは、 15年前の私の結婚式以来です。みんな其々違う州に住んでいるので、コンピューターで、とは
言え、みんなで一緒に話せたのは、とても嬉しかったです。これからも毎週ミーティングを行う約束をしまし

た。皆さんも是非この機会に、毎日顔を合わせる機会の無い人に連絡を取ることをお勧め致します。

毎週日午後 3時頃に当校にじいろ小学校 PTA、リボニアのフェイスブック・ページ、又、にじいろツイッ
ター・ページに read aloudを引き続き掲載しています : https://twitter.com/nijiiroschool　皆様のご健康とご多幸
をお祈りしております。 

All my best,
敬具 

Lawrence DeLuca
デルーカ校長

https://twitter.com/nijiiroschool
https://twitter.com/nijiiroschool

