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May 24th, 2021 
 
Dear ICAGeorgia Families:  
  
Omedetou Gozaimasu to ICAGeorgia’s executive leadership team, our PTO leadership, teachers, staff, parents and our 
students for an amazing and record-setting school year! 
 
We are happy to announce that Ms. Felicia Tucker Jones will continue leading our school in the official capacity of Principal-
-we want to thank her for her steady hand as our “Interim Principal” during the last year -- guiding us through a most 
challenging year. Notwithstanding all the challenges presented by the COVID-19 pandemic, we are pleased to report the 
following academic program successes: Our students finished their MAP testing with what we are predicting to be high 
levels of performance; we completed our first year of academic “benchmark assessments,” which has helped our teachers 
to maximize their lesson plan effectiveness;  teachers are now holding one on one conferences with their students, which 
will continue into the 2021-22 school year--conferences help students set goals for their own learning; students were 
introduced to small groups in many of their classes--small groups are important because the teacher can focus more on 
individual student needs; and teachers are now collaborating and participating in data chats, which are helping with their 
teaching plans and training.  
 
Turning to financial matters, most importantly, we want to thank all of our ICAGeorgia community who supported our 
school throughout FY21. There were collective extraordinary efforts from everyone including teachers, staff, parents and 
students to overcome the unprecedented challenges that we have faced this past year in connection with the COVID-19 
pandemic. In an unprecedented manner, our PTO has enthusiastically engaged our families and our entire community in 
raising money for the school. There were approximately $26,000 in donations from the PTO, parents, Board members, and 
ICAGeorgia community during the 2020-2021 School Year.  
 
You may recall that one year ago today, we were estimating an operating fund deficit of more than $200,000 due to State 
of Georgia austerity measures and increased expenditures during the COVID-19 pandemic. Thankfully, Governor Kemp 
announced that state funding would restore approximately 60% of what lawmakers had originally cut from basic K-12 
school funding in the FY21 budget. In addition, we realized savings due to the recommended remote learning environment, 
which reduced our building facility expenditures (including water, power and cleaning expenses).  U.S. Government CARES 
ACT funds and PPP loans helped us to offset COVID-19 related operating expenses and some of our teacher salary expenses.  
 
In essence, with the keen financial eye and leadership of our CFO Ms. Junko Jones, as a result of robust federal grant 
program application directives (seeking funding designed to help our school accomplish our unique dual language 
educational mission) combined with our budget reduction efforts, we were able to overcome many of our financial 
challenges. And in fact, with additional donations of approximately $5,000 that we are expecting to receive before our 
June 30, 2021 year end, we are planning to FULLY ELIMINATE any deficit in the operating general fund. Moreover, with 
much thanks to generous corporate donations, we are very close to reaching our financial reserves goal, which is an 
amount equal to six months’ worth of school operating expenses (and which we want to maintain going forward). Finally, 
we are also happy to report that even the property values of our beautiful school facilities have enjoyed a steady increase 
in value since our initial acquisition.   
 
In short and in summary, ICAGeorgia is now stronger than ever and more prepared (both academically and financially) to 
further develop and perfect our educational programming and grow our student body to more than 300 students in the 
years ahead!  We are so proud of how our teachers and students adjusted and made it through this year with flying colors. 
Next year, we will be back to traditional learning and we cannot wait to see the hallways filled with students and classes 
with learning! 
  
Sincerely,  
Robert N. Johnson, Board Chair  
On behalf of ICAGeorgia’ s Board of Directors 
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2021年 5月 24日 

 

ICAジョージア・ファミリーのみなさまへ 
 

ICAジョージアのエグゼクティブ・リーダーシップ・チーム、PTOのリーダーシップ、教職員、保護者、そして児童

の皆さん、記録的な素晴らしい学年の終わりを迎えられたことに感謝します。 
 

今学年度は“校長代理”として、困難な 1 年を着実に進めたフェリシア・タッカー＝ジョーンズさんは、来年度は 

正式に“校長”として当校をリードすることになりましたことをここにてお伝えいたします。新型コロナウイルス

のパンデミックにより、多くの課題があったにもかかわらず、私どもは、多くのアカデミック・プログラムの成功を

成し遂げることができました。いくつかご紹介いたします。一点目は、児童たちは、MAP テストで高いレベルの 

成績を収めました。また、今年度は初めて学業面での「ベンチマーク評価」を行うことができ、教員たちは 

レッスン・プランの効果を最大限に高めることができました。二点目は、教員と児童の 1対 1の個人面談を開始し、

これは 2021-22 学年度も継続する予定です。個人面談は、児童が自分の学習目標を設定するのに役立ちます。 

三点目は、大半の授業で少人数制グループを導入しました。少人数制グループをすることにより、教員が児童 

１人１人のニーズに深く焦点を当てることができるようになります。四点目は、教員同士がコラボレートし、 

データ・チャットに参加しながら、指導計画の作成や教員トレーニングに役立てています。 

 

次に、財務関連について、何よりも、会計年度 2021 年を通じて当校をサポートしてくださった ICA ジョージア・ 

コミュニティーみなさまに感謝いたします。今学年度、新型コロナウイルスのパンデミックに 

より直面したこれまでに例のないチャレンジを克服するために、教職員、保護者、児童を含むみなさんの並々ならぬ

多大な努力がありました。かつてない状況の中、ＰＴＯは当校ファミリーのみなさんそしてコミュニティーと連動し、

学校のための募金活動に熱心に取り組んできました。2020-2021 学年度、PTO、保護者、理事一同、そして 

ICAジョージア・コミュニティーから寄せられた寄付金は約 2万 6千ドルでした。 
 

ちょうど 1 年前、ICA ジョージアでは、ジョージア州の支出削減政策の影響を受け、また新型コロナウイルス・ 

パンデミックの支出増により、20 万ドル以上の学校運営資金の赤字を見込んでいたことをご記憶でしょうか。 

幸いなことに、ケンプ州知事は、会計年度 2021 年度の州予算において、K-12 公立校への支出額を削減した分の 

約 60％を、州の資金で修復すると発表しました。また、オンライン授業の環境が推奨されたことにより、学校施設

の設備費（水道代、電気代、清掃費など）が縮減し、経費削減の効果がありました。米国政府の CARES ACTファンド

と PPPローンを享受することにより、新型コロナウイルス関連の経費と教員の給与の一部を補うことができました。 
 

これは、CFO（最高財務責任者）であるジョーンズ淳子さんの鋭い洞察力とリーダーシップにより、連邦政府の 

助成金プログラムへの積極的な申請（当校のユニークなデュアル・ランゲージ教育のミッションを達成するための 

資金調達）と予算削減の努力の結果、多くの財務上の課題を克服することができたのだと思います。実際には、 

学校運営基金に関しては、2021 年 6 月 30 日の年度末までに約 5,000 ドルの追加寄付を募ることで、赤字を完全に 

解消する予定です。さらに、企業さまからの寄付金のおかげで、学校運営費の 6ヶ月分に相当する（今後も維持した

い）財政準備金の目標達成まであと少しとなりました。最後に、私たちの美しい学校施設の資産価値も、土地購入 

以来、着実に上昇していることをご報告します。 
 

ICA ジョージアはこれまで以上に地盤がしっかりとし、教育プログラムをさらに発展させて完璧な 

ものにそして今後数年間で学生数を 300 名以上に増やすための（学業そして学校資金運営共に）準備が整っていく 

軌道に載っています！今学年度、教員と児童たちが状況に応じて対応し、見事に乗り切ったことをとても誇りに 

思っています。来学年度から、本来の学習環境に戻ります。廊下には児童があふれ、勉強に励む児童たちを教室で 

見られるのが待ち遠しいです！ 
 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

ロバート・Ｎ・ジョンソン 

理事長 

ICAジョージア理事代表 


