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Every year, ICAGeorgia sends out a “Student Health Survey” to our students. We need 
all of our students to participate in this Survey.  More details will be available soon. 
毎年、ICA ジョージアでは、”児童ヘルス調査”のアンケートを児童へ送信しており 

ます。この調査には、全児童の参加が必要になります。詳細は、確認ができ次第、 

お送りいたします。 

STUDENT SURVEY COMING SOON 

 

 
We would like to inform you that classrooms on the third floor of Building One will be off limits 
for three days on March 17, 18, and 19 due to final repairs taking place to correct damage 
caused by roof leaks.  Absolutely no person, including ICAGeorgia staff, will be allowed to enter 
the area until the repair project is completed.  We are taking extra steps to remove damaged 
tiles and insulation, prevent microbial growth and treat with HEPA Air Scrubbers. The new 
assigned classrooms for these days will be announced in the coming days. We are sorry for 
your inconvenience. 

第一校舎の 3 階にて、雨漏りの影響でダメージを受けた屋上・天井の修理を行い、 

3 月 17 日、18 日、19 日に最終段階の修理が行われます。つきましては、この最終 

修理が完了するまで、第一校舎の 3 階は、ICA ジョージア全児童及び教職員の立ち入り

を禁止いたします。既に完了している雨漏りのダメージの修理の他、今回は、 

ダメージを受けた天井のタイル及び断熱材の除去、微生物増殖の防止対策、そして

HEPA エアー・スクラバーを使用し洗浄します。この 3 日間、第一校舎 3 階の教室を 

使用するクラスは、校舎内別の教室を利用します。ご理解のほど、よろしくお願い 

いたします。 

 

 

FINAL CEILING REPAIRS ON 3RD FLOOR IN BUIDLING ONE 

 
 

ICAG News Minutes by ICAG students is coming soon.  Stay tuned for more details! 
ICAG 児童による ICAG ニュース放送がまもなくスタート。詳細は届き次第、お知らせ 

いたします！ 

ICAG News Minutes 

 
 

As stated in the Student Handbook, our school is a Nut-Free School.  When you pack 
your child's lunch, please refrain from packing the products containing or made out of 
nuts so that our school can be a safe place for students and teachers/staff with nut 
allergies. 
スチューデント・ハンドブックにも記載しておりますが、当校はナッツ・フリーの 
学校です。お子さまのランチには、ナッツ類やナッツ製品で作られた食べ物を避ける
ようお願いいたします。ナッツ・アレルギーを持つ児童や教職員が安全に過ごせる 
ようご協力をお願いいたします。 

NUT-FREE SCHOOL 
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Coming Soon! 

 Ongoing 

 Lotterease Open for new 
families 2021-2022 year 

 2021-2022 年度、新入生向け 
ロッタイーズ登録受付中 

 
 ACCESS Testing for ESOL 

students 
 ACCESS テスト 

（ESOL 児童対象） 
 

 3/1 (Mon) 
 Re-start of Hybrid in-

person or All virtual 
model 

 ハイブリッド対面式    
もしくは完全オンライン授業
再開日 

 

3/1-3/2 
 T3 Progress Report 

Distribution 
 3 学期プログレスレポート 

配布 
 

3/3-3/4 
 Parent-Teacher 

Conference (Half-day) 
 2 者面談（半日スケジュール） 

 

3/15 (Mon) 

 Lottery Day for the 
prospective families 

 新入生ファミリー、 
ロッテリー抽選日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Virtual Parent-Teacher Conference will take place in the afternoon of March 3rd and March 4th. 
Both days will be on half-day schedule.  Hybrid Model students will be dismissed at 11:45AM, 
and they will be dismissed per grade (see below).  Please look for the emails from teachers in 
regards to Parent-Teacher Conference appointment.   

3 月 3 日及び 4 日の午後は、バーチャル 2 者面談です。両日とも半日スケジュールと 

なります。ハイブリッド形式の児童の下校時間は、午前 11 時 45 分から学年ごとに 

下校します（以下参照）。尚、面談のアポイントメントに関するスケジュールは 

教員からの E メールをご確認ください。 

DISMISSAL SCHEDULE ON MARCH 3rd-4th  

3 月 3 日～4 日 下校時間 

Kindergarten: 11:45am-11:55am  3rd Grade: 12:00pm-12:05pm 

1st Grade: 11:55am-12:00pm  4th & 5th Grade: 12:05pm-12:10pm 

2nd Grade:  12:00pm-12:05pm  Afterschool Care: 12:10pm 

 For sibling families, if K-2nd students have siblings in 3rd-5th grades, please follow the 3rd-5th 
grade schedule. 

 ご兄弟姉妹ファミリーにつきまして、幼稚部～2 年生の児童で 3 年～5 年生に兄弟

姉妹がいるファミリーは、3 年～5 年生のスケジュールにてお迎えください。 

 

REMINDER - PARENT-TEACHER CONFERENCE ON 3/3 & 3/4 

 
 

Term 3 Progress Report will be distributed on March 1st and 2nd. 

 Hybrid Group: Progress Report will be in your child’s backpack. Please check your child’s 
backpack on March 1st or 2nd. 

 All-Virtual Group: Please come to the school between 8:30am and 11:30am OR 2:30pm 
and 4pm on March 1st and 2nd. 

3 学期のプログレスレポートを、3 月 1 日及び 2 日に配布いたします。 

 ハイブリッド形式に参加児童：プログレスレポートはお子さまのバック 

パックへ入れますので、3 月 1 日もしくは 2 日にお子さまのバックパックを 

ご確認ください。 

 完全オンライン授業の児童：3 月 1 日もしくは 2 日、午前 8 時半～ 

午前 11 時半もしくは午後 2 時半～4 時の間に学校へお越しください。 

REMINDER - T3 PROGRESS REPORT DISTRIBUTION 

 
 
 

What is Reading Plus – online reading program used in grades 3-5. It promotes growth 
in fluency, comprehension, vocabulary, and ELA skills.  As of 3/1/21, SeeReaders (SR)  
completed with scores of at least 80%. 
リーディング・プラスとは：3 年生～5 年生向けのオンライン・リーディング・プログ

ラムです。英語の流暢さ、英文読解力、英単語、英語総合力の向上に役立つ プログラ

ムです。2021 年 3 月 1 日現在、リーディング・プラス独自の SeeReader レベルで、少

なくとも 80%のスコアを出したランキングは以下の通りです。 
4th Grade:  53.1SR           3rd Grade: 28.6SR             5th Grade: 24.5SR 

 
 

READING PLUS COMPETITION  
(School goal 100SR at 80% or higher by end of school year) 
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We would like to share with you the ICAGeorgia’s MAP Test result (ICAG Mean RIT) 
from Fall and Winter of this school year and comparison with the national average (Norm).   
As you can see, most of our scores are above the national average.  Great job, ICAG students! 
MAP Test is aligned with Georgia Milestones Test. Therefore, we look forward to seeing our 3rd to 5th graders do well at 
Milestone testing time! 
秋季及び冬季の行われた MAP テストにつきまして、ICA ジョージアのスコア及びそのスコアの国内平均点との比較 

チャートを以下シェアさせていただきます。ご覧いただけますように、当校のほとんどのスコアは、国内平均点を 

上回っております。 ICA ジョージア児童のみなさん、よくできました！MAP テストは、ジョージア州規定 

マイルストーンテストの内容に沿っています。今年のマイルストーン・テストで、3 年生～5 年生はがんばってくれる 

こと楽しみにしております！ 

 

     2020-2021 年秋季 MAP テスト（英語）  2020-2021 年冬季 MAP テスト（英語） 

 
   

2020-2021 年秋季 MAP テスト（リーディング）  2020-2021 年冬季 MAP テスト（リーディング） 

 
 

2020-2021 年秋季 MAP テスト（算数）  2020-2021 年冬季 MAP テスト（算数） 

 
 

 

 

 

 

MAP TEST RESULT & COMPARASON 
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                                       Can Allergies be prevented? 
              アレルギーは防げるのでしょうか？ 

 

Allergies cannot necessarily be prevented, but future reactions can be avoided, depending on what you are allergic to.  
The first thing to do is to determine exactly what causes your allergies.  By finding out what your triggers are and 
therefore treatment, you can prevent a flare up of your allergic reaction to that trigger.  Depending on the type of allergy 
and the severity of your reaction you may use over-the-counter antihistamines, prescription oral medications and nasal 
sprays to diminish the effects of the reaction.  For extremely, life-threatening reactions, emergency epinephrine should 
be carried at all times.                        
Allergens exist all around us, from pollen, grass, animals to some of the foods we eat.  Other types of environmental 
allergens exist in our homes and can include dust mites, insect feces and dust itself. So clean frequently, air filters and 
mattress covers can help keep the allergen load down.                                    
 

アレルギーは防ぐことはできませんが、どのアレルギーかにより、将来のアレルギー反応対策をすることができます。

まず最初にできることは、何にアレルギー反応が出るのかを知ることです。何がアレルギーを起こすかということを 

知ることにより、アレルギーを起こす何かが拡散される前に事前に対策することができます。アレルギーのタイプや 

重症度により、市販の抗ヒスタミン剤、処方の飲み薬、鼻炎用スプレーなどを使用し、アレルギー反応の炎症を抑え 

ます。重症度の場合、生死に関わる反応がでますので、緊急用のエピネフリンを常に持ち歩きましょう。 

アレルゲンは、花粉、芝、動物、食べ物など、我々の周りにあります。それ以外にも、環境に関連するアレルゲンは 

家中に見られ、イエダニ、害虫の糞、ほこりなどがあります。常に掃除をし、エアーフィルターやシーツなどを使用し 

清潔に保つことにより、アレルゲンの蓄積を和らげることができます。 

HEALTH INFORMATION FROM SCHOOL NURSE 
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We would like to share with you the tools that ICAGeorgia is utilizing to monitor  
the community spread of COVID-19 in preparation of the next phase of ICAGeorgia  
for the Winter.  Our decision will be based on two data. 
ICAGeorgia plans to transition from Hybrid Model to All Virtual IF, 

● There is 1 (one) confirmed case of COVID-19 among the hybrid groups and teachers/staff.  
As of 3/1/2021, ICAGeorgia is providing all virtual instructions.  
Or  

● The number of new cases per 100,000 persons within the last 6 days for counties represented at ICAGeorgia reaches 
30 (see Reference 2) 

 
ICA ジョージアとしては地域の COVID-19 の感染者数などを確認し、次の対策をたてており、みなさまにもどのような 

ツールを当校が使用しているかをご紹介いたします。 

ICA ジョージアがハイブリッド形式から完全オンライン授業へ移行するには、以下２つのデータを基に決断します。 

● ハイブリッド形式に参加している児童そして教職員の中で、一人でも COVID-19 に感染した場合。 

2021 年 3 月 1 日現在、ICA ジョージアでは完全オンライン授業を提供中。 

もしくは 

● ICA ジョージアのハイブリッド形式に参加している児童が在住する郡の中で、過去 7 日間までに、10 万人

のうち、感染者数の平均数値が 30 人に到達する場合（以下 Reference 2 参照） 

 

Reference 1: COVID-19 DAILY CHANGES BY COUNTY (Date: 3/1/2021) 

County New 
Cases/ 
100,000 

ICU 
Beds* 

Infection 
Rate 

Positive 
Test 
Rate** 

New 
Daily 
Cases                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

New 
Deaths
***  

New 
Hospital
izations
***  

Total 
Cases 

Total 
Hospitali
zations* 

Total 
Deaths 

Cobb 25 95% 0.97% 6.2% 465 13 52 55,404 2,799 845 

DeKalb 25 79% 0.95% 5.2% 545 18 43 51,714 4,124 769 

Fulton 26.5 89% 0.97% 6.3% 884 17 63 74,386 4,222 1051 

Gwinnett 27.7 75% 0.90% 9.3% 700 13 13 80,406 5,011 889 

Hall 23.7 89% 0.92% 5.2% 116 3 3 23,821 2,234 374 

*Number of ICU and Hospital beds occupied are indications of community spread and the ability of the healthcare system to handle additional 
severe illnesses, “community burden”. 
 
**Percentage of individuals testing positive for COVID – 19 

***New deaths, New Hospitalizations and Daily New Cases are for a 3 day period from 2/26/21-3/1/2021. 

 

Reference 2 continues to the following page  
 

  

ICAGEORGIA PREPARATION FOR NEXT PHASE – Winter 2020 
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Reference 2: Indicators for Risk of Introduction and Transmission of COVID-19 
Decision indicator to keep school open safely or close. 3/1/2021 

Core 
Indicators 
 

Lowest risk of 
transmission in 
schools 
 
 

Moderate 
risk of 
transmission 
in schools 
 
 

Higher risk of 
transmission 
in schools 
 
 

Highest risk of 
transmission in 
schools 
 
 
 

CDC indicators 
and thresholds 
for risk of 
introduction and 
transmission of 
COVID-19 

Community Spread 
(ICAG Resident Counties) 

<5  or <3% 5 to < 20  or   
3% - <5% 

20 to < 50 or 
5% - <8% 

50 to < 100 or 
8% - < 10% 

200 or 10 % 

Number of new cases per 
100,000 persons within the 
last 6 days for counties 
represented at ICAG* 

                                                                                                                                                                                                                        
 

 

25.06 
  

Percentage of RT-PCR tests 
that are positive during the 
last 6 days** 

    

8.71% 
 

 

Ability of the school to 
implement 5 key mitigation 
strategies: 
● Consistent and correct 

use of masks 

● Social distancing to the 

largest extent possible 

● Hand hygiene and 

respiratory etiquette 

● Cleaning and disinfection 

● Contact tracing in 

collaboration with local 

health departments*** 

 Implemented  
All 5 
Strategies 
correctly. 

   

*Number of new cases per 100,000 persons within the last 6 days is calculated by averaging cases per 100,000 in the five counties 
represented at ICAGeorgia: DeKalb, Cobb, Fulton, Hall, Gwinnett. 
**RT-PCR is an average of the percentage of all tests taken in the five counties 
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SOLVE SCHOLARSHIP 
SOLVE (Supporting Onsite Learning For Virtual Education Program)  will provide financial assistance  
to qualifying families in the form of a “SOLVE Scholarship.” Scholarships are awarded to families  
who meet income and approved activity requirements and have a student ages 5-12, or up to age 22 for students with a 
qualifying disability. The student must be enrolled in a school system that is primarily offering a virtual learning model (where 
50% or more of classroom instruction is virtual for any grade level kindergarten-7th).  
For more information, please click the link below. 

SOLVE（オンライン授業へのサポートを提供するプログラム）は、条件を満たすファミリーへ資金援助として、SOLVE

奨学金を提供することとなりました。この奨学金は、所得額の上限を満たし、5～12 才もしくは 22 才までの条件に合

う障害を持つ 児童がいるご家庭へ授与されます。児童は、主にオンライン授業（幼稚園～7 年生までの児童へ 50％

以上の授業がオンライン授業であること）を提供している学校に通学していることが条件です。 

その他、詳細は以下リンクをクリックしてください。 
SOLVE SCHOLARSHIP 
 
SCHOOL CALENDAR 2020-2021 
The most updated School Calendar can be accessed here. 

最新のスクールカレンダーは、こちらからご確認ください。 
 
PARENT BULLETIN ARCHIVES 
Our school website has Parent Bulletins.  You can access the previous Parent Bulletins here. 
今年度の保護者ニュースレターは、当校ホームページにアップロードしております。 

こちらからチェックしてください。 

 
OFFICE CARD 
Office card can be downloaded by clicking here.  Please fill it out and send it back to the main office  
by email (info@internationalcharteracademy.org) 

こちらをクリックしてオフィスカードをダウンロードしてください。ご記入後、オフィスへ E メールにてお送り 

ください。 
 
FREE MEALS BY GWINNETT COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
Now through the end of School Year 2020-2021, Gwinnett County Public Schools (GCPS) will offer free meals for children 18 and 
younger at the district’s 132 curbside pick-up locations, even if children are not GCPS students.  Please learn more and find out the 
curbside pick-up locations here. 

今学年度末まで、グイネット・カウンティ・パブリック・スクール（GCPS）は、18 歳以下の子供たちに無料で給食を

配布します。GCPS に通学していない子供たちにも提供しております。配布場所は、カウンティにある 132 校です。  

詳細及び配布場所は、こちらからご確認ください。 
 
App “PIBO” - Japanese online picture books 
Children can listen and learn Japanese picture books. It is a free app and works on computers, tablets and smartphones.   

日本語の絵本読み放題の無料アプリ。コンピューター、タブレット、スマートフォンにダウンロード可能です。 
 
ZOOM 
Please use students first 2 letters of first name hyphen first letter of last name (fe-j) instead of their name on Zoom (school-wide 
change) 

Zoom にて授業に出席する際、Zoom のスクリーンネームをお子さまのファーストネームイニシャル最初の 

2 文字、ハイフン、ラストネーム最初の 1 文字へ変更してください。例：Felecia Jone の場合、fe-j 
 

FREE & REDUCED LUNCH PROGRAM 
Our school will be able to provide free lunches for the qualified families.  Please fill out the application form and send it back to 
the office email (info@internationalcharteracademy.org) 

当校では対象となるファミリーへ無償ランチを提供いたします。申請書にご記入いただき、オフィスの 

Eメール（info@internationalcharteracademy.org）へ送信してください。 
 
ICAGEORGIA CHROMEBOOKS 
If you need to rent ICAGeorgia’s Chromebook for your child, we still have them available.  Please contact the office via email 
(info@internationalcharteracademy.org) to reserve one. 

RESOURCES 

https://gateway.ga.gov/access/accessController?id=efe6cfae667c7a8c266364852

