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ANNOUCEMENT 

10/6: FALL SCHOOL PICTURE DAY INFORMATION 
Fall School Picture Day is scheduled for 10/6 (Wed)! Once again, our school has teamed up with Lifetouch.  You will 
receive the order envelope this week.  Please check your child’s backpack. 
Virtual families: if you would like to come and take a picture taken, please contact the office 
(info@internationalcharteracademy.org)  so that we can make an appointment time.   

秋季スクール・ピクチャーデーを 10月 6 日（水）に行います！今回も撮影は、ライフタッチ社が行い 

ます。今週、オーダー表・封筒を配布しますので、お子さまのバックパックをご確認ください。 

オンライン授業のファミリーへ：写真撮影をご希望の場合、オフィスへ Eメール

（info@internationalcharteracademy.org）にてご連絡いただき、アポイントメントの時間を設定させていた

だきます。 

Raising Awareness for Bullying Campaign 
Date: October 4-8, 2021 

 

Purpose: To raise awareness to the signs of bullying and 
harassment, ICAGeorgia has created a special program 
to support students’ understanding of bullying 
patterns.  Each day will have a certain focus which will 
help students to learn more about appropriate and 
inappropriate types of friendships.  
 
Monday, October 4: Teachers will incorporate literature 
regarding characters who have faced bullying and how 
they overcame the situation in both languages.  
 
Tuesday, October 5: “Be Cool, Be YOU!” Students can 
be  creative and proudly show their style. No costumes 
please.  This is a non- uniform day. Students will receive 
two surprises on this day!  
 
Wednesday, October 6: Bullying Workshops from our 
school counsellor, Ms. Wiggins. Each grade will have age 
appropriate workshops and videos tailored to their 
understanding 
 
Thursday, October 7: Teachers will integrate art and 
create positive messages / drawings that represent why 
it’s important to understand bullying and actions to take 
place. 
 
Friday, October 8: Finale~Parade!  
 
If you have any questions, please email 
a.varghese@internationalcharteracademy.org 
 

いじめ防止キャンペーン週間 

2021年 10月 4日～8日 
 

いじめやハラスメントの兆候に対する意識を 

高めるために、 ICA ジョージアは児童がいじめに 

関する理解を高める特別プログラムを実施します。 

キャンペーン週間中、特定のテーマに沿い、児童は、 

適切な友人関係と不適切な友人関係について学びます。 

 

10/4（月）：いじめに直面した登場人物が、どのよう

にしてその状況を克服したか絵本を使い、英語と日本語

で学びます。 

 

10/5（火）：”かっこいい自分でいよう！” 児童に 

クリエイティブな自分のスタイルを誇りを持って表現 

してもらいます。この日は制服を着用せず、児童が 

選 ぶ 自 分 の ス タ イ ル で 登 校 し て く だ さ い 。 

コスチュームはご遠慮ください。学校では 2 つの 

サプライズをご用意します！ 

 

10/6（水）：スクールカウンセラーのウィギンズ 

先生によるいじめのワークショップ。各学年のレベルに

合わせたビデオなどを使い、ウィギンス先生がワーク 

ショップを行います。 

 

10/7（木）：アートとポジティブなメッセージを統合

し、なぜいじめを理解して行動を起こすことが重要なの

かを表現する絵・アートを作成します。 

 

10/8（金）：フィナーレ・パレード！ 

 

ご質問などありましたら、ヴァ―ギース先生へ下記 

E メールアドレスへご連絡ください。 
a.varghese@internationalcharteracademy.org 

 

mailto:info@internationalcharteracademy.org
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HISPANIC HERITAGE MONTH DONATION & VOLUNTEERS THANK YOU! 
Thank you so much to the parents who have donated all of the items on the list and to the volunteers for the Hispanic 
Heritage Month coming in October! Appreciate your support! More details COMING SOON! 
10 月のヒスパニック・ヘリテージ月間イベントに必要な物品の寄付をどうもありがとうございました！おかげさま

で、お願いした全ての物品が揃いました！そしてイベントでのお手伝いいただける保護者ボランティアのみなさん、

ご協力ありがとうございます！皆様のご支援に大変感謝しております！イベントの詳細は、近日公開します！  
  

CULTURE AROUND THE WORLD SLIDE SHOW! 
See the beautiful pictures! Click on the link and see the slideshow of all the families who have participated by cooking 
food from the countries that were assigned to each grade level. Thank you parents! 
特別イベント”カルチャー・アラウンド・ザ・ワールド”週間からの写真です！各学年に割り当てられたそれぞれの国

の食べ物・クッキングにご参加いただいたファミリーからの写真をスライドショーにしました。以下リンクを 

クリックしてご覧ください！保護者のみなさま、ありがとうございました！ 
Link: ICAGeorgia Culture Around The World Week Slide Show 

  

STUDENTS’ FIRST EXTENDED DAY PROGRAM INFORMATION MEETING – TOMORROW (9/28)  
We have distributed a letter about the Students’ First Extended Day Program to the qualified families.  If you received 
the letter regarding extended day, we are providing an informative meeting on Tuesday, September 28th (Tomorrow) 
at 6:00pm.  Please join us for the meeting! 
スチューデント・ファースト放課後クラス・プログラムに関するお知らせを対象ファミリーへ配布いたしました。 

お知らせをお受け取りになった対象ファミリーへ、インフォメーション・ミーティングを明日（9/28）の午後 6 時

より開催します。ぜひご参加ください！ 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/81277899213?pwd=TDJMUUpSeEh3a2RSVE9BNGJDNEh0dz09 

Meeting ID: 812 7789 9213          Passcode: students 
 

  

PARENT SURVEY <RESULTS>: DIGITAL LEARNING DAY #1 FEEDBACK & FAMILY NEEDS 
Thank you for participating in the recent Parent Survey “Digital Learning Day #1 Feedback & Family Needs”.  We have 
received the feedback from 45 families.  Your voices are very important to us, and your comments will be shared 
among teachers and staff.  Thank you.  Please access the results here. 
先日の保護者アンケート『デジタル・ラーニング・デー＃１のご意見・ご感想及びファミリーのニーズ』に関する 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。45 名のファミリーよりご意見をいただくことが 

できました。みなさまのご意見・ご感想はとても重要であり、みなさまからいただいたお声は教職員間にて 

シャアさせていただきます。ありがとうございます。結果はこちらからご確認ください。 

https://docs.google.com/presentation/d/1-_8HNKuzcl6m-nzPw1b3qMCuFMrGaeHO/edit?usp=sharing&ouid=106906532692274388636&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1oAjACx22ymhG-ZAZBEYyYuPLNu2Mg0Re/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAjACx22ymhG-ZAZBEYyYuPLNu2Mg0Re/view?usp=sharing
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MARK YOUR CALENDAR! FAMILY ENGAGEMENT WORKSHOPS 
ICAGeorgia is providing two exciting workshops for families. Both events will be virtual and on Zoom.  
ICA ジョージアでは、ファミリー向けに 2 つのエキサイティングなワークショップを開催します。どちらのイベント

も Zoomを使ったオンライン・ワークショップです。 

 

#1 FAMILY ENGAGEMENT WORKSHOP: MAP – ELA/READING DATA (10/13) 
The first engagement workshop will be data driven using our MAP ELA / Reading data on Wednesday, October 13.   
At 6pm, all K-2 parents and students can join and participate in a reading lesson where teachers will deliver specific 
reading skills. At 6:30, parents from grades 3-5 can join and a teacher will be sharing how to best utilize reading skills 
when students are involved in active reading.  
 
ファミリー・エンゲージメント・ワークショップ＃１：MAP テストの英語・リーディング科目のデータについて

（10 月 13 日） 

第 1 回目のファミリー・エンゲージメント・ワークショップは、10 月 13 日（水）に MAP テストの英語・リーデ

ィング科目のデータを使用するワークショップです。 午後 6時からは、幼稚部～2年生の保護者さま及び児童を対象

として、教員が特定のリーディング・スキルを提供するリーディング・レッスンにご参加いただけます。午後 6 時

30 分からは、3 年生から 5 年生の保護者さまを対象とし、児童が活発にリーディングを始めた際、リーディング・

スキルをどのように活用するかを説明します。 

 
Join Zoom Meeting for Kindergarten to 2nd graders 

@ 6:00pm  Led By Mrs. Varghese 

ヴァ―ギース先生による幼稚部～二年生向け 

ミーティング@午後 6時開始 

https://us02web.zoom.us/j/81277899213?pwd=TDJMUUpSeE
h3a2RSVE9BNGJDNEh0dz09 

Meeting ID: 812 7789 9213         Passcode: students 

Join Zoom Meeting for 3rd to 5th graders 
@ 6:30pm Led by Ms. Sabino 

サビーノ先生による 3 年生～5 年生の保護者向け 

ミーティング@午後 6時半開始 

https://us02web.zoom.us/j/2941736470?pwd=Z1NRY2NzLz
BxRUMxY1h3bzZPUU1oZz09 

Meeting ID: 294 173 6470      Passcode: RP00Ak 

 
 

#2 FAMILY ENGAGEMENT WORKSHOP: ESOL (10/27) 
Ms. Varghese will be delivering a special engagement activity only for ESOL families. Zoom link will be provided later. 
The purpose of the workshop is to engage with families and students who are learning English as a second language 
and expose a specific part about culture. Please join on Wednesday, October 27 @ 6:00 p.m.  More info will come in 
an email. 

ヴァ―ギース先生が、ESOL ファミリー限定の特別エンゲージメント・アクティビティを行います。ズーム

リンクは後ほどお知らせします。このワークショップでは、英語を第 2 言語として学んでいるファミリー

や児童へ文化に関する具体的な部分についてお話しします。日時は、10 月 27 日（水）の午後 6 時からで

す。詳細は追ってお知らせします。 

ANNOUCEMENT 
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MARK YOUR CALENDAR 

A month of October Hispanic Heritage Month Celebration! ヒスパニック・ヘリテージ・ 

セレブレーション月間！ 

10/4-10/8 Raising Awareness For Bullying Campaign いじめ防止キャンペーン週間 

10/4 (Mon) Extended Day (English subjects) starts 放課後クラス（科目：英語全教科） 

開始日 

10/6 (Tue) School Picture Day – Fall  秋季スクール・ピクチャー・デー 

10/8 (Fri) End of Term 1 1 学期終了 

10/11 (Mon) Columbus Day – NO SCHOOL コロンブスデー（休校日） 

10/13 (Wed) at 6pm Family Engagement Workshops #1: MAP-
ELA/Reading Data 

ファミリー・エンゲージメント・ 

ワークショップ＃１：MAPテスト、 

英語・リーディングのデータについて 

10/14-10/15 Parent-Teacher Conference (Half-day 
Schedule) 

保護者面談（半日スケジュール） 

10/27 (Wed) at 6pm Family Engagement Workshops #2: ESOL ファミリー・エンゲージメント・ 

ワークショップ＃２：ESOL 

10/28 (Thu) time TBD Academic Committee Meeting (details 
coming soon) 

アカデミック委員会ミーティング（詳細

は近日中にお知らせします） 

Coming soon! Extended Day for Japanese classes (stay 
tuned!) 

日本語の放課後クラス（Extended 

Day）は近日公開！ 

 
 

ANNOUCEMENT 
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RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

CHILD TAX CREDIT 
As you may already be aware, the American Rescue Plan Act has expanded the child tax credit for tax year 2021. The maximum 
credit amount has increased to $3,000 per qualifying child between ages 6 and 17 and $3,600 per qualifying child under age 6.  For 
more details, please access the links below. 

既にご存知かもしれませんが、米国救済計画法では、2021 年の税金年度から子供の税額控除額が拡大されました。 

控除額の上限は、6 歳から 17 歳までの資格のある子供 1 人につき 3,000 ドル、6 歳未満の資格のある子供 1 人につき

3,600 ドルです。詳細は、以下リンクをクリックしてください。 

 How the expanded 2021 Child Tax Credit can help your family  English | Spanish  

 New IRS tool can help you figure out if your family qualifies for advance child tax credit payments (English | Spanish) 

 Pub-5534-D, The 2021 Child Tax Credit: Three Steps to Getting Your Advance Payments  
English | Spanish |Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional)  | Korean | Russian | Vietnamese | Haitian-Creole 

ICAGEORGIA COVID-19 INFORMATION CENTRAL LAUNCH 
As mentioned in the Principal’s News (English / Japanese), which was emailed to you ON Friday (8/20), we have created the 
ICAGeorgia’s COVID-19 Information Central SY2021-2022 on the front page of our website 
(www.internationalcharteracademy.org)  In this section, you will be able to view current COVID-19 cases at ICAGeorgia, parents 
can report COVID-19 cases or potential exposures, view protocols, FAQs and the Return-to-In Person Procedures.  Please visit the 
website and become familiarize with this page. 

8 月 20 日（金）に送信した校長便り（英語・日本語）にも記載いたしましたが、 ICA ジョージア新型コロナ 

ウイルス情報セントラルを当校ホームページ（www.internationalcharteracademy.org）のトップページに作成いたし 

ました。ここでは、ICA ジョージアでの新型コロナウイルスの現在の症例数の確認や、新型コロナウイルス感染及び

接触の可能性の報告、手順やよくある質問の確認、そして対面式授業のスクールポリシーをご覧いただけます。 

ぜひ一度、このページをご確認ください。 

COVID-RELATED CASE REPORTING 
In the ICAGeorgia’s COVID-19 Information Central of our website, there is button to report the COVID-19 cases.  If your child has  
(1) a confirmed positive case of COVID-19 (2) a pending COVID-19 test result (regardless of the reason for the testing) and (3) a 
direct contact with a person who is COVID-19 positive, please report it on the survey here.  And also email us to 
reportcovid19@internationalcharteracademy.org  Thank you. 

当校ホームページの新型コロナウイルス情報セントラルでは、新型コロナウイルスに関する報告をしていただける 

ボタンがあります。もしお子さまが、(1) 新型コロナウイルスの陽性が確認された場合、(2) 新型コロナウイルスの 

検査結果が保留の場合（検査の理由に関わらず）、(3) 新型コロナウイルス陽性者と直接接触した場合、このリンクを

クリックして報告してください。また、Ｅメール（ reportcovid19@internationalcharteracademy.org）へもご連絡 

ください。 

SCHOOL COUNSELOR PARENT FORM 
We have a new School Counselor/Social Worker, Ms. Camille Wiggins, visiting our school every Wednesdays.  Our parents and 
students can submit the Counselor Form to meet or speak with Ms. Wiggins.  Forms can be accessed here for Students and For 
Parents.  Upon completion, please email the form to c.wiggins@internationalcharteracademy.org  

新しくスクールカウンセラー兼ソーシャルワーカーのカミーユ・ウィギンス先生をお迎えしました。ウィギンス先生

は、毎週水曜日に当校におります。スクールカウンセリングやソーシャルワーカー関連の件でウィギンス先生と 

お話ししたい方は、カウンセラー用紙にご記入ください。用紙は、児童用そして保護者用があります。ご記入後、 

Ｅメール（c.wiggins@internationalcharteracademy.org）へ送信してください。 

https://www.irs.gov/newsroom/how-the-expanded-2021-child-tax-credit-can-help-your-family
https://www.irs.gov/es/newsroom/how-the-expanded-2021-child-tax-credit-can-help-your-family
https://www.irs.gov/newsroom/new-irs-tool-can-help-you-figure-out-if-your-family-qualifies-for-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/es/newsroom/new-irs-tool-can-help-you-figure-out-if-your-family-qualifies-for-advance-child-tax-credit-payments
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534d.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dsp.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dzs.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dzt.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dko.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dru.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dve.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5534dht.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News_JP-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/08/International-Charter-Academy-of-Georgia-Principals-News_JP-1.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbpSqFaXNgpB4HNCS6Xuw2YOHjUsgz_QE7VULGBcWaiWaQ0w/viewform
mailto:reportcovid19@internationalcharteracademy.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbpSqFaXNgpB4HNCS6Xuw2YOHjUsgz_QE7VULGBcWaiWaQ0w/viewform
mailto:reportcovid19@internationalcharteracademy.org
https://drive.google.com/file/d/187EHnQn5CNXJYmqF58U8BFZZYhWjIjkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyllUEU71uUE-zRzycmdhnGKssgnQ5Rp/view?usp=sharing
mailto:c.wiggins@internationalcharteracademy.org
https://drive.google.com/file/d/187EHnQn5CNXJYmqF58U8BFZZYhWjIjkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyllUEU71uUE-zRzycmdhnGKssgnQ5Rp/view?usp=sharing
mailto:c.wiggins@internationalcharteracademy.org

