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Dear ICAGeorgia Parents and Guardians: 
 
Welcome to the International Charter Academy of Georgia 2021-2022 school year. I hope you and your family have 
enjoyed the summer and found special time together. This letter signifies the start of our school year. Careful 
planning has gone into bringing our students back into the buildings on August 2, 2021. As we look to our mission this 
school year, I encourage peace as we work to build positive relationships that support academic success and social 
growth. I am excited to get to know our students and form positive and supportive relationships with them. We have 
an amazing staff that is guided on the principle of doing what is best for all students. It is my hope that our learning 
community will embrace our core values and be an example for our students. 
 
To stay informed please read our weekly Parent Bulletin every Monday. It will offer valuable information regarding 
the school day and other important information.  
 
I look forward to working with you and helping each student at ICAGeorgia meet his or her learning goals and have a 
successful school year! 
 
Sincerely, 
Mrs. Tucker- Jones 
Principal 
ICAGeorgia 
 

ICA ジョージアの保護者のみなさまへ 
 

夏休みはご家族一緒に楽しくお過ごしできましたでしょうか。いよいよ本日、ICA ジョージアの新しい学年度

（2021-2022 年度）の始まりです。そして、このニュースレターは、新学年度の第一号です。2021 年 8 月 2 日、 

児童たちを校舎へ迎えるべく、この日までに綿密なプランを立てて参りました。そして始業日を迎え、当校の 

ミッションにもありますように、平和をモットーに学業面での成功と社会的成長を支える前向きな関係を共に 

築いていきたいと願っております。私自身、生徒たちのことを知り、理解しながら、前向きで協力的な関係を 

作っていくことを楽しみにしています。当校には、全ての児童にとりベストなことを考え、指導をする素晴らしい

スタッフが揃っています。そして私どもの学習コミュニティーには、基本的価値観を受け入れていただき、 

児童たちの模範となるコミュニティーであることを願います。 
 

当校の重要なお知らせやアップデートは、毎週月曜日に発行するこの保護者ニュースレターをご確認ください。 

毎日の学校に関するお知らせや、その他、重要なお知らせが含まれています。 
 

ICA ジョージア 1 人 1 人の児童がそれぞれの学習目標を達成し、充実した学校生活が過ごせるよう、みなさまと 

一緒にすばらしい一年を過ごせることを楽しみにしております！ 
 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

フェリーシア・タッカー＝ジョーンズ 

ICA ジョージア校長 
 
  

HAPPY FIRST DAY OF SCHOOL!! 
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MORNING DROP-OFF & DISMISSAL TIME 

For the safety of our students and staff, when you arrive on our campus, please drive up in the carpool lane.  For the morning 
drop-off, your child will need to stay in your car until ICAG Staff completes the temperature check.  Thank you for your 
understanding in advance.  

全ての児童そしてスタッフにとり安全な環境を保つため、登校の際は、カープールレーンにお車でお並び 

ください。 ICAG スタッフがお子さまの検温をするまで、車内にて待機をしてください。どうぞよろしくお願い 

いたします。 
       MORNING        DISMISSAL TIME 

MORNING DROP-OFF IN THE 
CARPOOL LANE 

登校時間カープールレーン・

オープン時間 

 
7:45am to 8:09am 

 

 MONDAY TO 
THURSDAY 

月～木 

2:45pm-3:15pm 

TARDY BELL AT 

遅刻 
8:10am 

 
 FRIDAY 

金曜日 

2:00pm-2:30pm 

 

TEMPERATURE CHECK 
Before leaving your home, please make sure that your child does not have a high fever (99-100.4F or higher).   

 If your child has a high fever, please keep your child at home and give him/her a plenty of rest.   

 Please send an email to your child’s teachers and the office to notify absence.   

 If your child went to see the doctor, please send a doctor’s note to the office. 
ICAGEORGIA OFFICE EMAIL 

info@internationalcharteracademy.org  
 

ご自宅を出る前に、お子さまが熱（華氏 99～100.4 度以上）がないかどうかを確認してください。 

 熱がある場合、ご自宅にて安静にしてください。 

 お休みの届けをお子さまの担任の先生方、そしてオフィスへＥメールにてお知らせください。 

 お医者さまへ行かれる場合は、ドクターズ・ノートをいただき、オフィスへＥメールにて送信してください。 
ICA ジョージア・オフィス・Ｅメールアドレス 

info@internationalcharteracademy.org 
 

 

ANNOUCEMENT 

LUNCH DELIVERY 
As a friendly reminder, if you need to order lunch for your child, ICAGeorgia can only accept the lunch deliveries by ATLANTA 
LUNCH CO at this time.  This procedure is to reduce the visitors to the school buildings and minimize the spread of virus.  Atlanta 
Lunch Co. can accept the last minute order by 8am on the day of.  Please access their information here. 
 

リマインダーですが、現在、ICA ジョージアではランチのデリバリーは、アトランタ・ランチ・カンパニーのみ受け

付けております。これは、ビジターの人数を制限すること、そしてウイルス感染拡大を最小限に抑えるためのポリシ

ーです。アトランタ・ランチ・カンパニーでは当日のランチのオーダーは、午前 8 時まで受けつけています。こちら

から詳細をご確認ください。 

 

FIRST WEEK OF SCHOOL 
Today is the first day back to the classroom for many students.  As our school continues to monitor for improvements and making 
adjustments accordingly, we thank you for your understanding and patience in advance. 
 

今日は、たくさんの児童にとって、教室で授業を受ける初日でもあります。当校では、改善するべき点の 

モニタリングを続けるべく、必要に応じて調整を行っております。みなさまには、ご理解をご協力に感謝いたします 

mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/02/Atlanta-Lunch-Flyer-2020-ICAGA.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/02/Atlanta-Lunch-Flyer-2020-ICAGA.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/02/Atlanta-Lunch-Flyer-2020-ICAGA.pdf

