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https://www.facebook.com/internationalcharteracademyofgeorgia/ 
T: 770-604-0007     E: info@internationalcharteracademy.org  

In This Week’s 
Bulletin 

Page 1 

 Materials & 
Chromebook 
Return/Report Cards 

Page 2 
 Coming Soon! 
 JASG Outdoor Movie 

Event – 5/22 
 APCC’s Bridge Virtual 

Summer Camp for 5th 
Graders  

 Afterschool Care By 
Generation Infocus  

 Reading Plus 
Competition 

Page 3 
 ICAG School Culture 

Events – Spring 2021  

Page 4 
 Welcome Our Newest 

ICAGeorgia Families 
Page 

Page 5 
 Health Information from 

School Nurse 

Page 6 
 ICAGeorgia Preparation 

for Next Phase – Spring 
2021 

Page 7 

 ICAG Koinobori Pictures 

Page 8 

 Resources 

 

 

Hello ICAGeorgia families! It is hard to believe that the last day of school is coming up in 3 
weeks.  We are preparing for the final week of this school year.  There will be a lot of events 
happening towards the end of the school year, so please keep up with the updates via Parent 
Bulletin. 

ICA ジョージア・ファミリーのみなさん、こんにちは！いよいよ終業日が 3 週間後と迫って 

まいりました。当校では終業日を前に準備を進めております。最後の週には行事がたくさん 

ありますので、このニュースレターにてアップデートをご確認ください。 

 Date & Time Instructions 

Classroom Materials 
Return 
(Japanese/Gifted 
Classes) 

Date & Time TBD in 
late May 

 Your Japanese teachers will need to 
collect textbooks and materials in late 
May. The grade/class-specific collection 
date & time will be announced soon. 

 Gifted Class materials will also be 
collected by the Gifted teachers. 

教材返却 

（日本語・ 

ギフテッドクラス） 

5月後半・日時未定 

 

 国語の教科書や教材を回収します。 

各担任教師より、学年・クラスごとの 

日時をお知らせします。 

 ギフテッドクラスの教材は、ギフテッド
の担任が回収します。担任からのご連絡

をお待ちください。 

Chromebook Return 

クロムブック返却 

*On June 1st & 2nd  

Time: TBD 

*6月 1日＆2日 

時間：未定 

If you would like to return Chromebook 
on the same day as material return, you 
may do so. Please make sure that 
students have an alternative way to 
connect to the classes virtually until the 
last day. 

教材返却日にクロムブックの返却をご希望の

方は、教材返却日にご返却ください。但し、

返却後から終業日まで、児童がオンライン 

授業に参加できる代わりのコンピューターを

ご用意ください。 

T4 Report Cards & 
Final Grades 
Distribution 

第 4学期 

レポートカード及び 

ファイナル・ 

レポートカード配布 

*On June 1st & 2nd  

Time: TBD 

*6月 1日＆2日 

時間：未定 

 

 

 

 

REMINDER - MATERIALS & CHROMEBOOK RETURN / REPORT CARDS 
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Generation Infocus, our afterschool care organization is prepared to customize many 
of their offerings.  Please access their most updated flyer here and contact them 
directly if you have any questions. 
ジェネレーション・インフォーカス（アフタースクール・ケアサービス業者）は、 

カスタマイズ・プログラムを提供できることとなりました。最新のチラシをこちら 

からアクセスしていただき、ご質問などありましたら、直接ジェネレーション・ 

インフォーカスへご連絡ください。 

AFTERSCHOOL CARE BY GENERATION INFOCUS 

Coming Soon! 

5/14 (Fri) at 2:30PM 

 Academic Committee 
Meeting 
アカデミック委員会 
ミーティング 

 

5/21 (Fri) at 2pm 

 Roundtable Discussion on 
academics 
アカデミックに関するラウンド
テーブル・ディスカッション
（討論会） 

 

5/22 (Sat) at 8pm 

 Japanese Movie Screening 
at ICAG by Japan-America 
Society of Georgia 
ジョージア日米協会主催、日本
語映画上映会@ICAG 

 

Late May 

 Classroom Materials Return 
教材返却 

 

5/28 (Fri) 

 Last Day of School 
終業日 

 
 At 9am 

Kindergarten Virtual 
Promotion Ceremony 
午前 9 時より： 
幼稚部バーチャル卒園式 
 

 At 10:30am 
5th Grade Virtual  
Graduation Ceremony  
午前 10 時半より： 
5 年生バーチャル卒業式 

 

June 1st & 2nd  
 T4 Report Card & Final Grade 

distribution 
第 4学期レポートカード及び 
ファイナル・レポートカード 
配布 

 Chromebook Return 
クロムブック返却 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

What is Reading Plus – online reading program used in grades 3-5. It promotes growth 
in fluency, comprehension, vocabulary, and ELA skills.  As of 5/10/21, 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 5 月 10 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:  63.2SR           3rd Grade: 34.6SR             5th Grade: 26.0SR 

 
 

READING PLUS COMPETITION  
(School goal 100SR at 80% or higher by end of school year) 

 
 

If your child was born between August 1, 2009 and July 31, 2010, your child is eligible 
to apply for the 33rd Annual Asian-Pacific Children’s Convention (APCC). This year’s 
camp will take place virtually, one weekend day a month during the months of August, 
September, October and November 2021.  For more information, please visit Japan-
America Society of Georgia’s Education page here. 
2009 年 8 月 1 日～2010 年 7 月 31 日生まれのお子さまは、第 33 回アジア・ 

パシフィック子供コンベンション(APCC)に応募できます。今年のイベントはオンライン

にて、8 月、9 月、10 月、11 月の 1 週末に開催されます。詳細は、ジョージア日米協会

のこちら教育関連ページをご参照ください。 

JASG OUTDOOR MOVIE EVENT AT ICAG – 5/22 
 
 

We are pleased to announce the Japan-America Society of Georgia has organized an 
outdoor Japanese movie screening at our school on May 22nd.  RSVP is required.  
Please access the flyer here and register for the event today as space is limited!  
ジョージア日米協会による屋外映画上映会が５月２２日に当校にて開催されます。 

事前予約が必要です。こちらよりイベントのチラシをアクセスしてください。席数に

限りがありますので、イベント参加希望の方はお早目に予約をしてください。 

APCC’s BRIDGE VIRTUAL SUMMER CAMP for 5th GRADERS 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/05/GICAG.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/05/GICAG.pdf
https://www.jasgeorgia.org/APCC/
https://www.jasgeorgia.org/APCC/
https://drive.google.com/file/d/15rNDJQaniaSyOqEGGuuTcJEwq_bQV6gt/view?usp=sharing
https://www.jasgeorgia.org/event-4288395
https://drive.google.com/file/d/15rNDJQaniaSyOqEGGuuTcJEwq_bQV6gt/view?usp=sharing
https://www.jasgeorgia.org/event-4288395
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Dear Parents, 
ICAG is proud to announce the end of year school culture events! Mark your calendars!  
ICAG’s goal in promoting a positive atmosphere through students, staff, and parents enables  
our community to be engaged in different ways.  ICAG is proud to announce the last set of school  
culture events for our students. All events are inclusive of in-person and virtual students.  
 
保護者の皆様へ 

ICAGの学年度末スクール・カルチャー・イベント開催のお知らせです。ICAGの目標は、児童、スタッフ、保護者を通し、 

ポジティブな学校環境をつくることで、児童が活発に様々な活動ができるよう促進することです。 今学年度最後のスクール・ 

カルチャー・イベントの内容は、下記の通りです。全てのイベントは、対面式授業及びオンライン授業に参加している全児童が 

対象です。 

 

Dates: May 24-27, 2021 

5/24 (Mon) 
-5/25 (Tue) 

Story Character 
Day! 
物語のキャラクター

に仮装する日！ 

Dress up as your favorite literary character. Students online and in-person can 
dress up as their favorite storybook character.  
お気に入りの物語のキャラクターに仮装しましょう！対面式授業の児童も、オンライン

授業の児童も、みんなでお気に入りのキャラクターに仮装してください。 

 

5/26 (Wed) 
 

Bilingual Bingo 
Party 
バイリンガル・ 

ビンゴパーティー 

 

During class time, teachers who teach Japanese and English will play BINGO in 
the language they teach.  Teachers will send home or upload a BINGO play 
sheet in the Google Classroom. 
英語の先生と日本語の先生が授業の中で、それぞれの言語でビンゴ大会をします。 

ビンゴ用紙は、対目式授業の児童にはプリントを直接お渡します。グーグル・ 

クラスルームにもアップロードしますので、オンライン授業の児童はグーグル・ 

クラスルームからプリントしてください。 

 

5/26 (Wed) 
 

Bilingual Story 
Time 
バイリンガル・ 

ストーリータイム 

Put on your pajamas, grab your favorite cookies and milk for storytime with the 
teachers @ 6:00p.m. Join Mrs. Varghese and Bush Sensei as they read some 
familiar stories!  
パジャマを着て、好きなクッキーとミルクを用意して、午後６時からのバーギーズ先生

とブッシュ先生によるバーチャル・ストーリータイムにご参加ください。みなさんも 

知っているかもしれない物語を先生方が読んでくれるストーリータイムです。 

Zoom Link: 
https://us02web.zoom.us/j/5147652399?pwd=V0w4NzgxZndkMDhJdmRjQnha
WFpUdz09  
Password: 5PWvgQ 

5/27 (Thu) 
 

Bilingual Field Day 
バイリンガル運動会 

Teachers will host a virtual field day.  Details to come soon!  
クラスの先生が、バイリンガル運動会を開催します。詳細は近々発表します。 

 
If you have any questions, please email Mrs.Varghese at a.varghese@internationalcharteracademy.org  
Thank you! 
-School Culture Team (Ms. Nelson, Mrs. Boyer, & Mrs. Varghese) 
 
ご質問がありましたら、バーギーズ先生(a.varghese@internationalcharteracademy.org) へＥメールにてご連絡ください。 

よろしくお願いいたします。 

スクール・カルチャー・チーム  (バーギーズ先生、ボイヤー先生、ネルソン先生） 

 

ICAG SCHOOL CULTURE EVENTS - SRPING 2021 

https://us02web.zoom.us/j/5147652399?pwd=V0w4NzgxZndkMDhJdmRjQnhaWFpUdz09
https://us02web.zoom.us/j/5147652399?pwd=V0w4NzgxZndkMDhJdmRjQnhaWFpUdz09
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Our new families joining ICAGeorgia from the 2021-2022 school year are receiving our  
Parent Bulletin! And each week, we are gaining more new families.  Welcome new  
families!  Our school sends out this Parent Bulletin every Monday to keep all the families  
informed.  We hope that you can get to know more about our school before the new school year starts in August. 
2021-2022 年度から ICA ジョージアの入学する新入生ファミリーのみなさまへ当校のニュースレターをお送りすること

になりました！毎週、新しいファミリーが増えています！当校では、毎週月曜日、学校のニュースレターを通じて重要

なお知らせなどのご連絡をしております。8 月に新学年度が始まる前に、我々の学校についてもっと知っていただけれ

ばと思います。 

 

 

Mark Your Calendar! We are planning to have a Welcome Event for our new families on Friday, June 4th. More details 
to be announced soon! 
6 月 4 日（金）に新しいファミリーへのウェルカム・イベントを開催します。詳細は追ってお知らせします。 

 
 
 
We have sent out the Welcome Letters from our Principal & ICAG PTO by email.  If you have not received them, please contact us 
at 770-604-0007 or info@internationalcharteracademy.org 

校長及び ICAG PTO よりウェルカムレターをお送りいたしました。もし届いていない場合、電話（770-604-0007）もしく

は E メール（info@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。 

 

 
 

School Uniform Information Letter will be sent to the new families today! 

スクール・ユニフォームに関するレターを新入生ファミリーへ本日送信します！ 

 

 

 

Coming Soon! 

 

 

 

Coming Soon! 

 

 

 

 

 

Office Phone Number:   770-604-0007 

Address:    3705 Engineering Drive, Peachtree Corners, GA 30092 

Contact Persons:  Ms. Yuriko Evett (Administrative Assistant) or Ms. Miki Ito (Operations/Admissions) 

WELCOME OUR NEWEST ICAGEORGIA FAMILIES! 

WELCOME EVENT FOR NEW FAMILIES – JUNE 4TH  

WELCOME LETTER FROM PRINCIPAL & ICAG PTO  

SCHOOL LUNCH INFORMATION LETTER  

CARPOOL INFORMATION LETTER  

SCHOOL UNIFORM INFORMATION LETTER  

ICAGEORGIA CONTACT INFORMATION  

mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
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Melanoma 

It’s summer time!  We cannot wait to get outside and soak up the sun.  We worship the sun, slathering tanning lotion all 
over our bodies and basking in it.  When we can’t do that, we crawl into a tanning bed and get bronze artificially.  Our 
vanity is killing us. 
 
In 2018 the National Cancer Institute estimated that there would be a total of approximately 91,270 new cases of 
melanoma in the United stated, and 9,320 people would die from the disease.  That is terrible. 
So let’s protect our skin: 

 Use sunscreen every day, even if it’s cloudy. 

 Reapply sunscreen every two hours and every one hour if you are swimming. 

 Use hats and shades to cover your face and neck. 

 And do try to stay away from direct sunlight as much as you can. 
 

黒色腫について 

夏がやってきます！外に出て太陽の光をいっぱいあびたいですね。夏になると、サンタン・ローションを塗ってこん

がりと日焼けをしたりすることでしょう。太陽の光をあびれないときには、日焼けサロンへ行く方もいるかもしれま

せん。でもこのような行動が実は体に悪いということご存知ですか。 

 

2018 年、米国立がんセンターは、米国内で黒色種の新患者の合計数は約 9 万 1,270 名、そのうち、9,320 名が死に至る

と発表しました。これは恐ろしい数値です。 

黒色腫にならないよう以下の方法で肌を守りましょう。 

 曇りの日も、毎日サンスクリーンをつけましょう。 

 ２時間おきにサンスクリーンを塗り直しましょう。また、泳いでいる際は１時間ごとにつけましょう。 

 帽子やサングラスを着用し、顔や首をカバーしましょう。 

 できる限り、直射日光は避けましょう。 

 

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.  Our decision will be based on two data. 
ICAGeorgia plans to transition from Hybrid Model to All Virtual IF, 

● There is 0 (one) confirmed case of COVID-19 among the hybrid groups and teachers/staff as of today.  
As of 5/10/2021, ICAGeorgia is providing Hybrid 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 5 月 10 日現在、 

ICA ジョージアではハイブリッド形式の授業を提供中。 

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: 5/10/2021) 

County New Cases/ 
100,000 

ICU 
Beds* 

Infection 
Rate 

Positive 
Test 
Rate** 

New Daily 
Cases ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

New 
Deaths
***  

New 
Hospitaliza
tions***  

Total 
Cases 

Total 
Hospitaliza
tions* 

Total 
Deaths 

Cobb 11.9 94% 0.93% 3.3% 230 5 28 60,960 3,168 969 

DeKalb 8.3 75% 0.83% 3.7% 180 5 33 58,045 4637 933 

Fulton 11.3 82% 0.94% 4.6% 355 9 55 82,501 5,017 1285 

Gwinnett 9.1 54% 0.85% 4.9% 191 4 24 86,762 5,469 1081 

Hall 13 No 
data 

1.05% 6.1% 83 0 10 25,105 2,378 443 

*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 
*** These numbers cover a total of three days 5/7-5/10/2021 

Reference 2: CDC Indicators and Thresholds for Community Transmission of COVID-19 
Decision indicator to keep school open safely or close. 5/10/2021 

Indicators 
 

Low risk of 
transmission 
Blue 0.9 
 

Moderate 
transmission 
Yellow 10-49 
 
 

Substantial 
Transmission 
Orange 50-99 
 
 

High Transmission 
Red >100 
 

% of NAATS <5.0% 5 – 7.9% 8.0 – 9.9% > 10.0% 

Total new cases per 100,000 
persons in the past 6-7 days 
for counties represented at 
ICAG 

                                                                                                                                                                                                                        
13 

 
 

 

Percentage of NAATs* that 
are positive during the past 
6-7 days for counties 
represented at ICAG 

  
5.0 

 
 

 
 

*The percentage of nucleic acid amplification tests (NAATs), including RT-PCR tests, that are positive during the last 6-7 days. 

ICAGEORGIA PREPARATION FOR NEXT PHASE – Spring 2021 
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On May 5th and 6th, we took some pictures of our Hybrid participating students with ICAG’s own 
Koinobori!   
５月５日及び６日、ハイブリッド形式授業に参加している児童と ICAG 鯉のぼりと写真撮影をしました！ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

   

ICAG KOINOBORI PICTURES 
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2021-2022 SCHOOL YEAR CALENDAR 
Please access the 2021-2022 School Year Calendar here. 
来学年度のスクールカレンダーはこちらからアクセスしてください。 

 
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 

 
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。 
 

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。 
 

RESOURCES 

School Year 2021-2022  
Lotterease Update 

 
We are still accepting the initial 
application through our 
Lotterease from new families 
for the 2021-2022 year. Please 
let your friends and neighbors 
know! 
 
o Kindergarten: waitlist 
o 1st grade: waitlist 
o 2nd grade: waitlist 
o 3rd grade: waitlist 
o 4th grade: available 
o 5th grade: available 

 
2021-2022 学年度、ご入学希望の 
新入生ファミリーからの入学願書を
ロッタイーズを通して引き続き 
受付中です。お知り合い、ご近所の
方たちへぜひお知らせください！ 
 

o 幼稚部：ウエイティングリスト 

o 1 年生：ウエイティングリスト 

o 2 年生：ウエイティングリスト 

o 3 年生：ウエイティングリスト 

o 4 年生：空席あり 

o 5 年生：空席あり 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

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。 

 
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。 

 
 

https://gateway.ga.gov/access/accessController?id=efe6cfae667c7a8c266364852
https://www.internationalcharteracademy.org/parents/school-bulletins/
https://www.internationalcharteracademy.org/parents/school-bulletins/
https://docs.google.com/document/d/1QwuV9uce4W3Yo1ylSAjzLIyB5R1GHDhf/edit
https://docs.google.com/document/d/1QwuV9uce4W3Yo1ylSAjzLIyB5R1GHDhf/edit
https://www.gcpsk12.org/domain/10394#:~:text=Curb%2DSide%20Pick%20up%20will,to%20be%20a%20GCPS%20student.
https://www.gcpsk12.org/domain/10394#:~:text=Curb%2DSide%20Pick%20up%20will,to%20be%20a%20GCPS%20student.

