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ICA ジョージア・ファミリーのみなさまへ 
 

もうまもなく、サンクスギビング（感謝祭）が訪れ、2021 年も終わりに近づいております！

2020—2021 学年度に新型コロナウイルスが世界的に流行してから、この二年、本当に大変な年

でした。 
 

児童、保護者、ファミリー、教職員、学校管理者の皆さま、ジョージア・チャーター学院に 

いつも貢献してくださりありがとうございます。このような困難な時期に、みなさまが見せて

くださった我々の学習コミュニティーに対する愛情と支援に心から感謝いたします。 
 

みなさまの献身的な努力のおかげで、トンネルの先には光が見えています。単に困難な時期を

乗り越えているだけではなく、以前よりも良い方向へ前進しています！とてもありがたく、 

感謝の気持ちでいっぱいです。 
 

もちろん、コミュニティーとして共に成長していくためには、まだまだやるべきことが多々 

あります。しかしその前に、これまでの歩みを振り返ってみましょう。以下、私どもが 

ここまでに得た素晴らしい成果の一部をご紹介いたします。 

 ベンチマーク・アセスメントを導入したことで、教員は児童の進捗状況を把握し、 

指導方針を改善することで、より良い結果を得ることができました。 

 全学年、日本語クラス、英語クラスの学習ギャップを解消するために放課後クラス

（Extended Day）を導入しました。 

 児童が積極的に授業に参加できるサポートをするために、教室内での区別化や小グループ

でのアクティビティーを増やしました。 

 保護者が子どもの学習に参加できるように、放課後に家族で参加できるファミリー・ 

エンゲージメントのアクティビティーを多数追加しました。 

 MAP テストにおいて 95%以上のスコアを得た児童を対象とする、算数のアクセル・ 

カリキュラムを導入しました。 

 学校のミッションであるグローバルな認識を深めるために、世界各国の文化に関する学習

を取り入れました。 

 ヒスパニック・ヘリテージ・カルチャーに関する学習を追加しました。 

 ICA ジョージアでは、児童のリーダー育成をするために、スチューデント・リーダーシップ

やサービス・ラーニング活動への参加を促しています。 

 １学期の児童の学業成績を称える表彰式を開催することとなりました。 

 ギフテッド・クラス対象の児童数が増加しました。 

 教員は、児童の学業進歩を的確に把握しながら課題解決につながる授業作りができるよう

に、データ収集や区別化指導に関する校内研修会を行いました。 
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2021-2022 年の寄付目標額：10 万ドル 

これらの成功例を踏まえ、ICA ジョージアは学費が最も高額である私立学校よりも素晴らしい

プログラムを提供できることに誇りに思っています。 

しかし、ICA ジョージアの運営費は、ジョージア州に提出した学籍数・教職員状況データに 

基づき、ほぼ全面的にジョージア州から資金提供を受けています。みなさまからのご寄付、 

ボランティア活動、予算削減の努力、連邦政府の補助金プログラムなどにより、過去 3 年間の

財務上の課題の多くを克服することができました。 

今年度は、児童数の減少、そして 4％の州からの緊縮財政政策により、州から提供される 

運営資金が減少します。 

このような状況を踏まえ、支出を最小限に抑えると同時に連邦政府からの補助金を追加で獲得

することで、2021-2022 年度は合計 10 万ドルの調達を目標としています。今学年度が始まり、

ICA ジョージアは保護者、理事、そしてコミュニティーから既に 15,508 ドルの寄付を授与して

おります。残りの 85,000 ドルを集めるためにはどうすればよいでしょうか？その答えとは、 

 Give on Giving Tuesday, 
November 30th! 
11 月 30 日、ギビング・チューズデーにご寄付を！ 

アメリカでは、感謝祭の後に来る火曜日を#GivingTuesday♯ギビング・チューズデーと名付け、
"コミュニティーと世界を変えるために、個人そして組織の力を解き放つグローバルな寛大 

ムーブメント！"と謳われています。 

これまで得た成果を振り返り、感謝の気持ちをシェアする意味として、ギビング・ 

チューズデーにご参加しませんか。１家族あたり、毎月 50 ドル、もしくは年間計 550 ドルの
募金が集まれば、目標額を達成し、学校の運営費を健全に保つことができるのです！ 

また、2021 年度末課税控除対象の寄付として、550 ドル以上の寄付を募っています。1 つの 

方法は、毎月の自動引き落としによるご寄付です。2 つ目の方法は、2021 年度末課税控除対象

の寄付として、ご家族が負担可能な金額を一度こちらからご寄付していただく方法です。 

児童の保護者やファミリーのみなさまは、学校への寄付を義務づけておりませんが、全ての 

ファミリーとその広範なネットワークを通じて、 ICA ジョージアのための募金活動に 

多くの方にご参加いただけるよう広めていただくと幸甚です。 

この経済的に困難な時期に、今すぐこの金額を寄付することはできないというファミリーの 

みなさま、重々理解できます。金銭的寄付にとどまらず、ご親戚や職場にてサポートを働き 

かけたり、ベイクセールやコンテストなどを行うなど様々な方法で寄付金を集めるなど、 

学校支援していただく案があります。 

https://www.paypal.com/donate?token=a64odx8gA9Ig1AqIqU2xAECekK65L341vWZUl5_6ZgkZ6VlT3EkJl_tCOWq4fY9DR7axESH6KBZceouf
https://www.paypal.com/donate?token=a64odx8gA9Ig1AqIqU2xAECekK65L341vWZUl5_6ZgkZ6VlT3EkJl_tCOWq4fY9DR7axESH6KBZceouf
https://www.paypal.com/donate?token=a64odx8gA9Ig1AqIqU2xAECekK65L341vWZUl5_6ZgkZ6VlT3EkJl_tCOWq4fY9DR7axESH6KBZceouf
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そして、どのような楽しいイベントを企画して寄付を集めたか、ぜひ教えてください。誰でも

この募金活動に参加することできます。また、集められた全ての募金に感謝を申し上げます。

募金活動に関するたくさんのアイデアをこちらをご覧ください。 

ICA ジョージア・コミュニティーのために尽力してくださっている皆さま 1 人 1 人に、この場

をお借りして、ICA ジョージア理事一同、感謝の意を表したいと思います。私たちが達成した 

全てのことをとても誇りに思っています。 

我々コミュニティーは力強く、活気があり、思いやりがあり、寛大なコミュニティーです。 

そして、新型コロナウイルス・ワクチンの朗報により、私たちは新たに明快な道へ導いて 

くれる明るい未来に目を向けて、前進を続けましょう。 

これにて、みなさまとご家族のみなさまへのご挨拶とさせていただきます。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

ジョージア・チャーター学院理事一同 
***** 

ICA ジョージアの 2021-2022 学年度、寄付金目標額：１０万ドル 

ICA ジョージアの『必要な』項目リストは次の通りです。 

International Charter Academy of Georgia   

FY22 Fundraising Targeted Items  

Category Description 100,000.00 

教材 ギャロペード：社会科教科書（1 年-3 年） 1,360.00 

教材 ギャロペード：社会科教科書（4 年-5 年） 900.00 

教材 ジェネレーション・ジーニアス：理科オンライン・ライセンス（幼稚部） 165.00 

教材 ジェネレーション・ジーニアス：理科オンライン・ライセンス（1-3 年） 500.00 

教材 ジェネレーション・ジーニアス：理科オンライン・ライセンス（4-5 年） 335.00 

教材 ミライシード：日本語オンライン・ライセンス（幼稚部） 1,000.00 

教材 ミライシード：日本語オンライン・ライセンス（1-3 年） 3,000.00 

教材 ミライシード：日本語オンライン・ライセンス（4-5 年） 2,165.00 

教材 算数：オンライン教科書（幼稚部） 2,250.00 

教材 算数：オンライン教科書（1-3 年） 4,500.00 

教材 算数：オンライン教科書（4-5 年） 2,250.00 

教材 英語：オンライン教科書（幼稚部） 3,000.00 

教材 英語：オンライン教科書（1-3 年） 6,750.00 

教材 英語：オンライン教科書（4-5 年） 2,500.00 

教材 日本語：教科書（幼稚部） 400.00 

教材 日本語：教科書（1-3 年） 1,000.00 

教材 日本語：教科書（4-5 年） 6,000.00 
児童プログラム MAP テスト  5,605.00 
児童プログラム アセスメント：WIDA Screener 250.00 
児童プログラム ギフテッド・プログラム関連物資 1,050.00 
児童プログラム カルチャー・イベント物資 500.00 
無料及び低額 

ランチプログラム 低所得ファミリー向け無料及び低額ランチ・プログラム費用 14,500.00 
運営・メンテ 

ナンス：施設関連 
クリーニング・サービス（新型コロナウイルス対策） 

28,800.00 

https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
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運営：施設メンテ

ナンス  冷暖房フィルター交換：新型コロナウイルス、空調対策関連 10,000.00 
運営：施設物資 トイレットペーパー、トイレ用ハンドペーパー、ゴミ袋 1,220.00 

 

11 月 30 日のギビング・チューズデーに、 

ICA ジョージアへ愛のギフトを！ 

#GivingTuesday 

 

Donate via your cell phone, tablet, PC: 
visit our school’s website  

www.internationalcharteracademy.org and  
Click DONATE 

 

 

Donate via personal check or cash: 
visit or mail it to our office  

(3705 Engineering Drive, Peachtree Corners, GA 30092)   
Check payable to ICAGeorgia 

http://www.internationalcharteracademy.org/

