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Dear ICAGeorgia Families:  

Akemashite Omedetoo! On behalf of the Board of Directors, we are writing to thank you, our 

students, our school and PTO executive leadership, teachers and staff for fighting through a most 

challenging school year! We are happy to report that ICAG is considered one of the most 

successful new Georgia State Charter (Public) schools by the State Charter Schools Commission 

of Georgia (SCSC). The SCSC is Georgia’s state-level charter school authorizing board that seeks 

to improve public education throughout the state by authorizing high-quality charter schools like 

ICAG that provide students with better and more unique educational opportunities than they would 

otherwise receive in traditional district public schools.  

ICAG Successes Update:  We wanted to briefly review just a few of our significant successes in 

the two years since the founding of ICAG, including during this extra-challenging year: 

♦ We swiftly implemented a remote learning program by purchasing 300 Chromebooks for 

our students between November 2018 and February 2020; we set up Zoom classrooms 

within only a 2-day timeframe; and we have organized special teachers’ professional 

development classes to prepare for our remote learning program. 

♦ Our devotion to early dual-language Japanese-English education is benefiting children in 

ways other traditional schools cannot. Research shows that bilingual students gain in 

cognitive abilities. Here is an excellent article from National Public Radio you can share 

with your family. 

♦ Our ESOL program helps non-native students to advance in the English Language. 

♦ Our JSOL program allows our Japanese language learners to advance in the Japanese 

language. 

♦ Our Gifted Program and our Early Intervention Program are now operational! 

♦ Grade level Collaboration between teachers delivers academic content that allows for 

academic achievement and rigor on all levels. 

♦ And so much more! To understand more in-depth about our ICAG curriculum and events, 

be sure to review and read up on all our school bulletins and teacher newsletters here. It is 

truly amazing what the students, teachers, administrators and our PTO have been 

accomplishing this year! 

Update on ICAG’s Goal to Raise $100,000: Based on these and countless other successes, we 

are proud that ICAG is able to deliver programming that is superior even to the most expensive 

private schools. However, as many of you know, this year, with the State of Georgia COVID-19 

pandemic-related funding reductions, rather than cutback on our high-quality programming, we 

committed to raise $100,000 to cover the cost of the best instructional materials we can provide. 

With much thanks to some of our ICAG families, individual members of the Board, and our PTO, 

we have raised more than $14,000 toward our $100,000 goal. We are tracking our progress—see 

our “fundraising thermometer” at: https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/ 

https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://drive.google.com/drive/folders/1v6NO10ZXlFHIAZvSwafE71kQQExJnoZs
https://drive.google.com/drive/folders/1v6NO10ZXlFHIAZvSwafE71kQQExJnoZs
https://protect-us.mimecast.com/s/XnpiCBB85ZFXK76BizLo22?domain=internationalcharteracademy.org
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In addition to assisting ICAG with a number of grant opportunities, Michele Neely, President of 

the State Charter Schools Foundation, recently challenged our ICAG community to recommit to 

reaching our $100,000 goal before the end of this school year! Although $100,000 sounds like a 

lot of money, we were challenged to break our goal down to an amount of $550 per ICAG family, 

which sounds much more reachable. And breaking it down further to a monthly contribution of 

$50 sounds even more manageable.   

If you, your family members, or your employer would be willing to sign up for an automatic 

monthly donation of only $50 per month, and each family or employer takes part, we would 

soon reach our fundraising goal in no time!  Or, for all who can afford to do so, we would like 

to suggest a 2021 tax-deductible donation of $550 or more. Donate via automatic monthly 

payments or 2021 lump sum tax-deductible donation of any amount that your family can afford 

here! 

Parents of students and their families are not required to donate money to the school; however, we 

do encourage all families and their extended networks to enthusiastically participate in raising 

funds for ICAG whenever possible. For families who cannot give that amount right now, especially 

during this financially challenging time, we understand! But there are still so many ways you can 

help...perhaps by approaching extended family members, your employers, or staging projects like 

bake sales or contests. Make it fun and tell us how you raised the money. Everyone can participate, 

and all contributions will be appreciated and acknowledged! Click here for more ideas on ways to 

donate. 

The ICAG Board again wants to take this opportunity to thank you--each and every one of you--

for all you do for our ICAG community. We know how challenging it has been for students, 

parents, extended families, teachers, and staff. We are so proud of all we have achieved. Our 

community is strong, vibrant, caring, and generous. And with the good news of COVID-19 

vaccines, we see the light at the end of the tunnel. Let’s look to a brighter future and keep moving 

forward. 

Wishing us all blessings for the New Year! 

 

The Board of Directors of the International Charter Academy of Georgia  

  

https://www.paypal.com/donate/?token=Xl4qgi3X73xTMp0D2NOwv-n5G9fqkL4MeCToEaHtwJVZcVMH9kcjIhj_ebPslTxprD6WPne8A2GugzPa&Z3JncnB0=
https://www.paypal.com/donate/?token=Xl4qgi3X73xTMp0D2NOwv-n5G9fqkL4MeCToEaHtwJVZcVMH9kcjIhj_ebPslTxprD6WPne8A2GugzPa&Z3JncnB0=
https://www.paypal.com/donate/?token=Xl4qgi3X73xTMp0D2NOwv-n5G9fqkL4MeCToEaHtwJVZcVMH9kcjIhj_ebPslTxprD6WPne8A2GugzPa&Z3JncnB0=
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
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ICA ジョージア・ファミリーのみなさまへ 
 

あけましておめでとうございます！ 

当校理事を代表し、保護者、児童、当校そして PTO リーダーシップ、教職員のみなさまが一団

となり、この大変な一年を乗り越えてくださっていることに感謝いたします。ジョージア州 

チャーター・スクール・コミッション（SCSC）によりますと、ICA ジョージアは新しい州立  

チャータースクールの中でも成功している学校の一つとして認められております。SCSC は、 

ジョージア州にある州立チャータースクールを管轄しており、 ICA ジョージアのような他の  

カウンティ―に属する学校では提供できない、ユニークで質の高い学習を提供する州立   

チャータースクールを斡旋している団体です。 
 

ICA ジョージアのアップデート：まず、当校開校以来、この数年でこなしてきたサクセス 

ストーリーを見ていきましょう。特に大変な年である今学年度も含めます。 

♦ 2018 年 11 月から 2020 年 2 月にかけて、児童のために 300 台のクロムブックを購入し、    

オンライン授業プログラムを迅速に開始することができました。Zoom を通したオンライン 

授業もたったの 2 日という速さで立ち上げることができました。オンライン授業を開始する 

にあたり、Zoom の準備だけではなく、全教員へオンライン授業プログラムに関する    

トレーニングを提供しました。 

♦ 当校が専門としている日本語と英語のデュアル・ランゲージ幼児教育は、他の一般的な学校 

では実施できない方法で子供に有効な教育を提供しています。リサーチによりますと、    

バイリンガルの子供は、認識能力が強いという結果がでています。ナショナル・     

パブリック・メディアがシェアしている素晴らしい記事を、ご親戚のみなさまにもシェア 

してください。 

♦ 当校の ESOL プログラムは、英語を第二か国語とする児童が英語の授業で向上するための  

プログラムです。 

♦ 当校の JSOL プログラムでは、日本語を第二か国語とする児童が国語の授業で向上するため

のプログラムを提供しています。 

♦ ギフテッドそしてアーリー・インターベンション・プログラムも開始しました！ 

♦ 学年ごとの教員間でのコラボレーションをすることにより、全てのレベルで学業成績を  

あげる厳格な授業内容を構築し、提供しております。 

♦ これ以外にもたくさん乗り越えてきました！ICA ジョージアのカリキュラムやイベントに  

関する詳細は、保護者ニュースレターやクラスニュースレターをご確認ください。今年、 

児童と教職員、そして PTO が成し遂げたことは大変めざましいことと思います。 
 

ICAジョージア 10万ドルのファンドレイジングに関する中間報告：上記サクセスストーリーや 

これ以外に数えきれない成功例を生み出し、ICA ジョージアは高額な私立校でも提供できない優れ

た学習プログラムを提供することができました。しかしながら、みなさまのご存知のように、今年

は新型コロナウイルスの関係でジョージア州からの予算が大幅にカットされましたが、当校では 

学習プログラムの質は下げないように努力しています。授業で必要な教材の予算のギャップを 

埋めるべく 10 万ドルのファンドレイジングを続けております。中間報告ですが、 

ICA ジョージア・ファミリーや理事メンバー、そして PTO のおかげで、現在のところ 10 万ドルの 

ゴールのうち、1 万 4 千ドルの寄付を集めることができました。この金額のトラッキングは、   

https://www.npr.org/sections/ed/2016/11/29/497943749/6-potential-brain-benefits-of-bilingual-education
https://www.internationalcharteracademy.org/parents/school-bulletins/
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1v6NO10ZXlFHIAZvSwafE71kQQExJnoZs
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当校ホームページにてご確認いただけます。

https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/ 

 

当校へ助成金に関する情報をシェアしてくださるジョージア州チャーター・スクール・    

ファウンデーション（SCSC）の社長であるミッシェル・ニーリー氏より、今学年度末までに当校が

10 万ドルのファンドレイジングの目標に達せるよう再度 ICA ジョージア・コミュニティーに   

呼びかけるよう励ましのお言葉をいただきました！10 万ドルとはかなり高額であると驚かれるかと

思います。ですが、1家族 あたり 550ドルと考えると目標に到達しやすくなるのではと思います。

さらに、毎月 50 ドルと考えますと、目標を満たせる金額ではないかと思います。 

もし、ご家族や会社にお声をかけていただき、毎月 50 ドルの自動引き落とし募金をご希望の方が  

いましたら、目標金額到達も間近です！1 家族あたりの金額を一括で募金できるファミリーには、

2021 年度末課税控除対象の寄付として、550 ドルからの寄付金をお勧めいたします。自動引き  

落とし募金、もしくは 2021 年度末課税控除対象の寄付は、こちらからご寄付をお願いいたします！ 

当校児童の保護者さまとそのファミリーは、学校への寄付は義務付けられてはおりませんが、   

お声をかけております。ご親戚やお知り合いのネットワークを通じ、 ICA ジョージアのファンド        

レイジングに多くの方々にご参加いただけるよう、機会があるときに学校寄付のお話しをして   

いただけるようお願い申し上げます。今すぐこの金額を寄付することはできないというファミリー

のみなさま、重々理解できます。ご親戚と一緒にもしくは会社にて、ベイクセールやコンテスト 

などのプロジェクトを行うのはいかがでしょうか。楽しみながら募金集めをすることができ   

ましたら、ぜひ我々にもどのような楽しいイベントをしたか教えてください。方法はどうあれ、 

みんなが参加して集めた全ての募金は役立ちます！ファンドレイジングのアイデアとして、   

当校ホームページにも例をご紹介しております。 
 

最後に、ICA ジョージア理事一同より、この場をお借りし、みなさま 1 人 1 人が当校のために支援し

てくださっていることを感謝申し上げます。児童、保護者、ご親戚、教員にとり、困難な状況が 

続いていることは承知しております。そんな状況の中、みなさまが成し遂げてきたこと大変誇りに

思います。我々は、強く、活気があり、思いやりがあり、寛大なコミュニティーです。COVID-19 の

ワクチンが 出荷されたという良いお知らせもあり、希望の光が見えてきました。明るい未来に 

向かい、前進を続けましょう！ 
 

今年一年、みなさまにとりましても良い年になりますように！ 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
 

ジョージア・チャーター学院理事一同 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/XnpiCBB85ZFXK76BizLo22?domain=internationalcharteracademy.org
https://www.paypal.com/donate?token=WNM2o9rVRkkv3gyf7OS9GU4cIhLx2L0wtfOlYT1eLZD7qbCWJagfo-9qj12qJHE_wP-n-86W1lVHK2aK
https://www.paypal.com/donate?token=WNM2o9rVRkkv3gyf7OS9GU4cIhLx2L0wtfOlYT1eLZD7qbCWJagfo-9qj12qJHE_wP-n-86W1lVHK2aK
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/

