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MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

5/2 
 
 
 
 Last Day of GA 

Milestone Testing 
for 3rd to 5th 
graders 

 GA マイルストーン・

テスト最終日 

(3 年生～5 年生) 

 

5/3 
 
 
 
 Make-up day of 

GA Milestone 
Testing for 3rd to 
5th graders 

 GA マイルストーン・

テスト追試日 

(3 年生～5 年生) 
 

 Spring Concert 
Set-up 
(Volunteers 
needed!) 

 スプリング・ 

コンサート設置 

ボランティア募集！ 

 

5/4 5/5 
 
 
 
 Spring Concert 
 スプリング・ 

コンサート 

 

5/6 
 
 
 
 Spring Concert 

Strike (Volunteers 
needed!) 

 スプリング・ 

コンサート撤去 

ボランティア募集！ 

 

5/9 
 Asian Folklore 

through the Arts 
Project organized 
by the JASG for 4th 
and 5th graders  

 ジョージア日米協会

主催『アートで知る

アジアの民族』 

プロジェクト 

（対象：4 年生～ 

5 年生） 

 

5/10 
 Asian Folklore 

through the Arts 
Project organized 
by the JASG for 4th 
and 5th graders  

 ジョージア日米協会

主催『アートで知る

アジアの民族』 

プロジェクト 

（対象：4 年生～ 

5 年生） 

 

5/11 
 Asian Folklore 

through the Arts 
Project organized 
by the JASG for 4th 
and 5th graders  

 ジョージア日米協会

主催『アートで知る

アジアの民族』 

プロジェクト 

（対象：4 年生～ 

5 年生） 
 

 5:30PM Academic 
Committee 
Meeting (All 
parents) 

 午後 5 時半開始・ 

アカデミック委員会

ミーティング 

（全保護者対象） 

 

5/12 5/13 
 Field Day & Food 

Truck Fundraiser 
 体育会＆フード 

トラック・ファンド

レイザー 

 

 

 

 

SCHEDULE AT-A-GLANCE 5/2-5/13/2022 
 

Asian American Pacific Islander Heritage Celebration Week! 

アジアン・アメリカン・パシフィックアイランダ―・ヘリテージ・セレブレーション週間！ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit#gid=441790084
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit#gid=441790084
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit#gid=441790084
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit#gid=441790084
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit#gid=441790084
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit#gid=441790084
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Mark your calendar for May Special Events!! Please check the upcoming Parent Bulletin for details.  
5 月の特別イベント・スケジュールです！詳細はこれから発行される保護者ニュースレターをご確認ください。 

Week・週 Event・イベント名 Date & Time・日時 Audience・対象者 

Week 3 Teachers Appreciation Week 
ティーチャー・アプリシエーション週間 
 

May 16th to 20th  All  
 

Week 3 
 

Health Seminar  
ヘルスセミナー 
 

May 18th (Wed) Grades 3 to 5 with parent 
consent 
3 年生～5 年生 

（保護者許可書要） 

Week 3 Student Honors Ceremony 
スチューデント・オナー・セレモニー 
 

May 20th (Fri) @ 9am Grades 3 to 5 by invite only 
3 年生～5 年生、招待者のみ 

Week 4 Field Trip (In-House) 
フィールドトリップ（学校にて開催） 
 

May 25th (Wed) All grades 

全学年 

Week 4 Ice Cream/Popsicle Social 

アイスクリーム/ポプシクル・ 

ソーシャル 

May 26th (Thu) All students 

全児童 

 

Week 4 Graduation / Promotion Ceremony 

卒業・卒園式 
 
Kindergarten & 5th graders dismissed after 
the ceremony. If your child needs to stay at 
school after the ceremony until the 
dismissal time for afterschool program, 
please inform your teachers in advance. 
幼稚部及び 5 年生は、卒業・卒園式終了後

に下校となります。もし、アフタースクー

ルに参加するため、式終了後から下校時間 

ま で 学 校 に て 待 機 す る 必 要 が あ る 

お子さまは、事前に担任へお知らせ 

ください。 

 

May 27th 
(Fri)  

9am 
10:30am 

Kindergarten・幼稚部 

5th grades・5 年生 
 

 

Continue to next page 

次ページへ続く  

SPECIAL ANNOUCEMENT 
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Week・週 Event・イベント名 Date & Time・日時 Audience・対象者 

Week 4 Last Day of School Year 2021-2022 
Early Dismissal at 12:15pm 
2021-2022 学年度 終業日 

早下校＠12:15PM 

May 27th (Fri)  
@ 12:15pm 

All grades, except 
Kindergarten & 5th grade, 
dismissal at 12:15pm (If your 
child attends Afterschool 
Program, please inform your 
afterschool programs about 
this early dismissal time in 
advance.) 
幼稚部及び 5 年生を除く全て

の児童は午後 12 時 15 分にて

下 校 で す 。 ア フ タ ー 

スクール・プログラムに参加

する児童は、業者へ早下校の

時 間 を 事 前 に ご 連 絡 

ください。 

Week 5 Memorial Day (Holiday) May 30th  All teachers & staff 

Week 5 Teachers Post Planning Week May 31st to June 3rd All teachers 

JUNE Welcome Event for New Families June 3rd (Fri) at Time TBD All new families 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SY2022-2023 SCHOOL CALENDAR ANNOUCEMENT 
School Calendar for the Next School Year 2022-2023 has been approved by the Board.  Please click the link below to 
access the calendar.  Throughout the year, the calendar is posted on our website under Parents-School Calendar tab. 
来学年度（2022-2023 年度）のスクールカレンダーが理事会により承認されました。以下リンクをクリックしてカレ

ンダーにアクセスしてください。ご参考までに、年間を通して、カレンダーは当校ホームページの Parents-School 

Calendar のタブに常時掲載しております。 

Link To: ICAGeorgia School Calendar 2022-2023 School Year 
 

Important Dates 

7/27 (Wed) Back-To-School Open House 7 月 27 日（水）バック・トゥ・スクール・オープンハウス 

8/1 (Mon) Frist Day of School 8 月 1 日（月）2022-2023 年度 始業日 

 

MAY EVENTS VOLUNTEER SIGN-UP CENTRAL 
We are in need of parent volunteers for all events happening in May!  Thank you so much for your help! 
5 月に開催される全てのイベントにつきまして、保護者ボランティアのヘルプが必要です！ 

ご協力ありがとうございます！ 

Volunteer Day & Time Event name Help with  Sign-up Link 

5/3 (Tue) & 5/6 (Fri) 
at 8:30am 

For Spring Concert Set-up & Strike Risers, Piano, Chairs Click here 

5/13 (Fri) Field Day  At each station Click here 

5/17 (Tue) Classroom rearrangement Student desks, chairs Click here 

5/19 (Thu) & 5/20 (Fri)  
at 8:30am 

For Student Honors Ceremony Set-up & Strike Chairs Click here 

5/24 (Tue) & 5/25 (Wed) For In-House Field Trip Set-up & Strike Tables, Chairs Click here 

5/26 (Thu)  For Graduation/Promotion Set-up  Chairs Click here 
 

 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/03/ICAG-School-Calendar-22-23_Public_approved.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/10c0d49a4aa2eaaf4c43-field1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xfm9tR1KlqtNSy4mptDstRbsBvnp9l7MBi5Dy5zQmh0/edit?usp=sharing
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COGNIA ACCREDITATION - UPDATE 
From April 24th to April 26th, ICAGeorgia gave Overview Presentation, Group Interviews by parents, 
community, teachers and students.  A heartfelt thank you to our entire community for your support.  We 
will know the official result by the end of this month (May).  Unofficially, our school has been recommended 
for Accreditation.  As soon as we find out we will share it with you. 

4 月 24 日から 4 月 26 日にかけて、ICA ジョージアは当校の概要に関するプレゼンテーション

を行い、また、保護者・コミュニティー・教員・児童によるグループ審査を行いました。 

当校コミュニティー全てのみなさまのご支援に心から感謝いたします。結果は今月末（5 月）に

発表されます。まだ確定ではありませんが、当校はアクレディテーション校として推薦され 

ました。最終結果が届き次第、みなさまへご報告いたします。 
 

BACKGROUND INFORMATION 
ICAGeorgia has been working towards Accreditation. Based on the Readiness Review on 10/27/2021, 
International Charter Academy of Georgia became a Candidate for Accreditation with the North Central 
Association of Colleges and Schools (NCA CASI), the Northwest Accreditation Commission (NWAC) and the 
Southern Association of Colleges and Schools Council on Accreditation and School Improvement (SACS CASI). 
In the week of April 24, 2022, we are going to have the Engagement Review by the Cognia Global Commission 
to earn accreditation. 
 
Accreditation is a review process to determine if educational programs meet defined standards of quality. 
Once achieved, accreditation is not permanent—it is renewed periodically to ensure that the quality of the 
educational program is maintained. 
 
During the Engagement Review, there will be group interviews.  Interviews are categorized into 4 different 
group (Parents, Students, Teachers and Community). Selected group members have been notified by the 
school last month.  And we thank you all for your agreement to participate in the group interviews. 
 

ICA ジョージアは、学校認定（アクレディテーション）の取得を目指し、準備を進めております。 

2021 年 10 月 27 日に行われた準備審査に基づき、ジョージア・チャーター学院は、北中部大学学校協会 

(NCA CASI), 北西部認定委員会 (NWAC), そして 南部大学学校協会 (SACS CASI)の認定候補となりました。 

2022 年 4 月 24 日の週、認定を取得するにあたり、コグニア・グローバル・コミッションによる 

エンゲージメント審査を受けます。 
 

学校認定（アクレディテーション）とは、学校の規模・教育内容などが認定団体の定めた基準に達して 

いるかを審査します。一度取得した認定は永久的なものではなく、教育プログラムの質を維持するために

定期的に更新されます。 
 

エンゲージメント審査の一部として、グループ審査が行われます。審査は４つのグループに分かれ 

（保護者、児童、教職員、コミュニティー）、選抜されたメンバーには先月、学校からご連絡させて 

いただきました。グループ審査への参加に同意していただいたみなさまに感謝いたします。 

 
https://www.cognia.org/services/accreditation-certification/ 

 
 

ANNOUCEMENT 
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HOST FAMILIES NEEDED! 
In addition to Ms. Shinzato, ISECE Program in Japan, is going to prove a 2nd Japanese Assistant teacher to ICAGeorgia for the 
next School Year (2022-2023).  We are still in need of a host family to host her during their stay in Georgia.  They will stay with 
a host family for the entire school year.  If you are interested in hosting these assistant teachers, please contact Ms. Saito-
Bush at m.bush@internationalcharteracademy.org.  
日本語教師派遣プログラム『ISECE プログラム』より、来学年度に ICA ジョージア派遣教員第一期生として派遣される 

日本語アシスタント教師につきまして、新里（しんざと）先生の他、もう一名派遣教員が来ることになりました。 

つきましては、まだホストファミリーのリクエストを受け付けております。ご興味のある方は、斎藤先生へ E メール

（m.bush@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。 

 

ANNOUCEMENT 

LET’S CELEBRATE ASIAN AMERICAN PACIFIC ISLANDER (AAPI) MONTH THROUGH ASIAN ART! 
The Japan-American Society of Georgia presents “Asian Folklore through the Arts (AFTA): Kamishibai Project” for 4th and 5th 
graders.  From May 9th to May 11th, there will be a variety of guest artists.  As a part of this project, our 4th and 5th graders will 
create Kamishibai.  Final Kamishibai Performance will take place on Friday, May 20th, 2022.  This project is funded by the Japan 
America Society of Georgia. Stay tuned for more details! 

ジョージア日米協会主催『アートで知るアジアの民俗学（AFTA）：紙芝居プロジェクト』を当校 4 年生 

及び 5 年生を対象に開催します。5 月 9 日から 11 日、様々なゲスト・アーティストを学校にお迎えします。 

このプロジェクトの一環として、4～5 年生は紙芝居を作成します。2022 年 5 月 20 日には、完成作品の 

お披露目会を行います。このプロジェクトは、ジョージア日米協会の資金援助を受けて実施されます。詳細は 

後日お知らせします！ 

 
DONATION OF COLORING BOOKS FROM THE ASIAN AMERICAN ADVOCACY FUND 

ICAGeorgia has received a generous donation of 175 coloring books from the Asian American Advocacy Fund. Every student 
will receive a coloring book hi-liting important Asian Americans as we kick off our Asian American Pacific-Islander Celebration 
in May. 

ICA ジョージアは、アジアン・アメリカン・アドボカシ―・ファンドから 175 冊の塗り絵の寄付をいただき 

ました。今月に開催されるアジアン・アメリカン・パシフィックアイランダ―・セレブレーションのキックオフ

として、アジア系アメリカ人の中で最も知られている方たちを紹介した塗り絵を全児童にプレゼントします。 

ACADEMIC COMMITTEE MEETING ON MAY 11TH AT 5:30PM 
Please join us for the Academic Committee Meeting on May 11th at 5:30pm via Zoom.  All parents and guardians are invited.  
Access link is shown below. 

5 月 11 日の午後 5 時半より、Zoom を通してのオンライン・アカデミック委員会ミーティングを開催します。全

ての保護者さま対象です。ぜひご参加ください。Zoom のアクセスリンクは以下ご参照ください。 
 

Zoom access link:  
https://us05web.zoom.us/j/83113137243?pwd=NmZDNXRYRFFlUDNtOHYrb1pYWG1ZUT09 

Meeting ID: 831 1313 7243 Passcode: academic 

mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
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REMINDER ANNOUCEMENT – SPRING CONCERT on 5/5 

ICAGEORGIA SPRING CONCERT – MAY 5TH  
On Thursday, May 5th, once again, ICAGeorgia students will showcase their ability in both languages, English and 
Japanese, by singing songs and reciting poetry.  May is Asian American Pacific Islander Heritage Month.  Each grade 
has been assigned with one of the Asian/Pacific Island countries, and will showcase the country’s songs or 
performance.   2 adults per student are invited to attend the concert in-person.  Please find the information below. 
2022 年 5 月 5 日（木）、ICA ジョージアの児童によるスプリング・コンサートを開催します。児童は、英語そして 

日本語の両言語にて、歌を歌ったり、詩の朗読をします。5 月は、アジア・パシフィク・アイランド・ヘリテージ 

月間です。各学年、指定されたアジアやパシフィック・アイランドの国を象徴する歌やパフォーマンスを 

披露します。児童 1 人につき、大人 2 人までご出席いただけます。詳細は以下ご参照ください。 

 

SCHEDULE・スケジュール 
Dismissal time will be a regular 2:45pm dismissal for all grades. 

全学年、下校時間は通常通り午後 2 時 45 分です。 

Date: 5/5/2022 (Thu) 開催日: 2022 年 5 月 5 日（木） 

Time: 5th grade & Kindergarten 10:30am-11am 時間： 5 年生＆幼稚部 10:30am-11am 

 4th grade & 2nd grade 12:30pm–1:00pm  4 年生＆2 年生 12:30pm–1:00pm 

 3rd grade & 1st grade 2pm–2:30pm  3 年生＆1 年生 2pm–2:30pm 

Venue: ICAGeorgia Indoor Gym 会場： ICA ジョージア・室内ジム 

Note:  2 adults per student are invited to attend in-
person. 

 Face mask or face shield optional. 
 Temperature check will be conducted at the 

door. 

追記：  児童 1 人あたり、大人２名までご出席 

いただけます。 

 フェイスマスクまたはフェイスシールド

の着用はお任せします。 

 入室前に検温をさせていただきます。 

 
DONATION TO ICAGEORGIA 

There will be a table accepting donation for ICAGeorgia.  Any amount is appreciated.   
Thank you for your continued support to ICAGeorgia. 

会場にて、ICA ジョージアへの寄付金を募るテーブルを設置いたします。 

みなさまの ICA ジョージアへのサポートに感謝いたします。 

 

ICAGEORGIA SPRING CONCERT PARENT VOLUNTEERS NEEDED! 
ICAGeorgia is in need of parent volunteers for our Spring Concert set-up on 5/3 and strike on 5/6! Please use the link 
below to sign up.  On the day of volunteer, please meet outside by the picnic tables.  
スプリング・コンサートの設置（5 月 3 日）及び撤去（5 月 6 日）での保護者ボランティアを募集します！ 

お手伝いいただける方は、以下リンクにてお名前をご記入ください。ボランティア当日は、第一校舎の外に 

あるピクニックテーブルにてご集合願います。どうぞよろしくお願いいたします。 
Spring Concert Parent Volunteer Sign-Up: Click here・こちらをクリック 

 

 
 
 
 

   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yALRapNU2cRn6raefqFrVVSrU9oJ9z24ZsnJ4-OxR1g/edit?usp=sharing
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REMINDER ANNOUCEMENT – FIELD DAY on 5/13 

VOLUNTEERS NEEDED ON FIELD DAY 
ICAGeorgia is in need of parent volunteers on Field Day, May 13th! Please use the link below to sign up.  Background 
check is required.   
5 月 13 日の体育会当日、保護者ボランティアが必要です！お手伝いいただける方は、以下リンクにてお名前をご記入

ください。バックグラウンド・チェックが必要です。どうぞよろしくお願いいたします。 

5/13 Field Day Parent Volunteer Sign-Up: Click here・こちらをクリック 

 
DONATION OF SNACKS AND DRINKS NEEDED FOR FIELD DAY 

Please bring all items by Monday, May 9th. Attn: Ms. Varghese 
ICAGeorgia is in need of snacks and drinks for the Field Day, May 13th! Please use the link below to sign up.   
5 月 13 日の体育会用のスナックやドリンクが必要です！寄付いただける場合、以下リンクをご確認ください。 

5/13 Field Day Snacks & Drinks Sign-Up: Click here・こちらをクリック 

 
“NEW” FOOD TRUCK FUNDRAISER PRE-ORDER FORM  

On our Field Day, we will proudly have our first food truck on our campus! A portion of the proceeds will directly 
benefit ICAGeorgia! Please use this website to place an order for lunch for yourself and your child.  Options are enticing 
and delicious!! Let’s support ICAGeorgia as we close this year out!! Deadline to Order: May 9th, 2022   
5 月 13 日の体育会当日、当校初のフード・トラックがやってきます！売り上げ金の一部は、ICA ジョージアへ 

直接寄付されます。このフードトラックのホームページからオーダーをお願いします。メニューはどれも 

おいしそうなものばかりです！今学年度の締めくくりとして、ICA ジョージアへの最後のサポートをお願い 

します！！オーダー締め切り日：2022 年 5 月 9 日 

Food Truck: “Chew-on Chuan” – Asian Latin fusion food 
truck. The concept is to serve the most authentic Asian 
and Latin Street Food. 
 
How to Order:  

1. Go to website,  
2. Click on the Clock icon next to “Pick Up” and 

select Fri MAY 13,  
3. Choose “Pick Up” before ordering.  The Pick Up 

Location may not be ICAGeorgia address but it 
does not affect anything as the Food Truck will 
physically be at ICAGeorgia.   

4. Add items into your cart,  
5. Please pay for your order online.   
6. Bring proof of payment on the Field Day when 

pick-up. 

フードトラック名：『チュー・オン・チュワン』ア

ジア・ラテン料理フードトラック。本格的なアジア

とラテンのストリートフードがコンセプト。 
 

オーダー方法： 

1. ホームページへ、 

2. 『ピックアップ』の横にある時計のアイコン

をクリックし、5 月 13 日（金）を選ぶ。 

3. 『ピックアップ』をクリックし場所を選び 

ます。ピックアップの住所は学校の住所とは

異なる住所がでてきますが、トラックは当校

に来ますので大丈夫です。 

4. メニューを選びカートに入れる。 

5. オンラインにて支払い。 

6. 当 日 ピ ッ ク ア ッ プ の 際 、 支 払 い 

コンファメーションを提示してください。 

 

PARKING PASS INFORMATION 
Limited parking available. Therefore, we will prepare the Parking Passes.  Please carpool as much as possible.  If you 
need a parking pass, please come to the office to receive it starting this Friday May 6th.  First come, First served.  No 
hold. One pass per family.  Volunteers will receive Parking Passes upon confirmation of background check.   
パーキングの数に大変限りがありますため、パーキングパスをご用意しますが、なるべくカープールをして 

いただけますようお願いいたします。パーキングパスが必要な方は、来週金曜日（5 月 6 日）からオフィスへ 

お越しください。先着順となり、ホールドはいたしません。１ファミリーにつき、1 枚とさせていただきます。

ボランティア用のパーキングパスは、バックグラウンドチェックの確認が取れ次第、お渡しします。 
 

https://www.signupgenius.com/go/10c0d49a4aa2eaaf4c43-field1
https://www.signupgenius.com/go/10c0d49a4aa2eaaf4c43-field
https://chew-on-chuan.square.site/
https://chew-on-chuan.square.site/
https://chew-on-chuan.square.site/
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REMINDER ANNOUCEMENT – FIELD DAY on 5/13 

T-SHIRT COLORS PER EACH GRADE 
Each grade has been assigned a T-shirt color to be worn for the Field Day (It will be a hot day, therefore, select the 
materials accordingly).  Please prepare an assigned-color shirt below before the Field Day (5/13). 
5 月 13 日の体育会当日に着用する T シャツにつきまして、各学年ごとに色を指定させていただきます。体育会

当日までに、以下指定された色の T シャツをご用意ください。 

Kindergarten – Orange 
1st grade – White 
2nd grade – Blue 
3rd grade – Green 
4th grade – Red 
5th grade - Yellow 

幼稚部～オレンジ色 

1 年生～白色 

2 年生～青色 

3 年生～緑色 

4 年生～赤色 

5 年生～黄色 

 

SCHEDULE 
Kindergarten through 2nd Grade 

幼稚部～２年生 

3rd to 5th grade 

3 年生～5 年生 

8:30AM-10:30AM 
Outdoors & Indoor Gym 

8：30AM～10：30AM 

戸外＆室内ジム 

12:00PM-1:45PM  
Outdoors & Indoor Gym 

12：00～1：45 

戸外＆室内ジム 

Lunch Time Information 

ランチ・インフォメーション 

Lunch Time Information 

ランチ・インフォメーション 

 Lunch time At 10:30am: 

 Parents are encourage to 
order lunch with the 
food truck. If you are 
eating lunch with your 
child, please bring a 
picnic blanket and eat 
outside.  Camping chairs 
are only allowed on the 
concrete/asphalt area. 

 At 11:30AM, please 
bring your child to the 
front of Building One. 

 To prevent confusion, 
please inform your 
child's homeroom 
teacher by e-mail if you 
will be eating lunch with 
your child. 

 ランチ@10:30AM 

 ラ ン チ は 、 フ ー ド 

トラックをぜひご利用

ください。お子様と 

一緒にランチを食べる

方は、ピクニック・ 

ブランケットなどを 

お持ちになり、外で 

お召し上がりいただけ

ます。キャンプ用の 

椅子はコンクリート 

もしくはアスファルト

のエリアのみご利用 

いただけます。 

 11:30AM になりました

ら、お子様を第一校舎

前にお連れ下さい。 
 混 乱 を 防 ぐ た め 、 

お子様とご一緒にラン

チを食べる方は、担任

に e-mail でその旨、 

お知らせください。 

 Lunch time At 11:00am: 

 Parents are encourage 
to order lunch with the 
food truck.  If you are 
eating lunch with your 
child, please bring a 
picnic blanket and eat 
outside.  Camping 
chairs are only allowed 
on the concrete/asphalt 
area. 

 At 12:50pm, please 
bring your child to the 
front of Building Two. 

 To prevent confusion, 
please inform your 
child's homeroom 
teacher by e-mail if you 
will be eating lunch with 
your child. 

 ランチ@11:00AM 

 ラ ン チ は 、 フ ー ド 

トラックをぜひご利用

ください。お子様と 

一緒にランチを食べる

方 は 、 外 で お 召 し 

上がりいただけます。

キャンプ用の椅子は 

コンクリートもしくは

アスファルトのエリア

のみご利用いただけ 

ます。 

 12:50PM になりました

ら、お子様を第二校舎

前にお連れ下さい。 

 混 乱 を 防 ぐ た め 、 

お 子 様 と ご 一 緒 に 

ランチを食べる方は、

担任に e-mail でその

旨 、 お 知 ら せ 

ください。 

Dismissal time for all grades is at 2PM 

全ての児童の下校時間は、午後 2 時です。 
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ANNOUCEMENT FROM ICAGEORGIA PTO 

ICAGEORGIA YEARBOOK 2021-2022 UPDATE 
We have some updates on the ICAGeorgia Yearbook 2021-2022 below. 
2021-2022 年度イヤーブックに関するアップデートを以下お送りさせていただきます。 

 

Cost: $40 
Order information coming soon 
 

料金：40 ドル 

オーダー方法は、後日発表します。 

(Option) Booster Ads Purchase 
Due: May 8th  

 Quarter Page: $25 

 Half Page: $50 

 Full Page: $75 
 
Templates & Instruction: please click here 
 
To purchase Booster Ad page: please click here 
 

広告型ページのオーダー（オプション） 

締め切り：5 月 8 日 

 1／4 ページ・サイズ：25 ドル 

 1／2 ページ・サイズ：50 ドル 

 フルページ・サイズ：75 ドル 

 

広告型ページのサンプル及び作成方法：こちらをクリック 

 

広告型ページの購入：こちらをクリック 

 

 

 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Peu4eWN2kubabz_Wt5A_lL_FWRxQmIcK
https://www.icageorgiapto.org/icag-yearbook-ad
https://drive.google.com/drive/folders/1Peu4eWN2kubabz_Wt5A_lL_FWRxQmIcK
https://www.icageorgiapto.org/icag-yearbook-ad
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ANNOUCEMENT FROM ICAGEORGIA BOARD 

NEW CHARTER AD CHAMPAIGN KICKS OFF IN GEORGIA 
 

 
Georgia Charter School Association created a positive charter school ad campaign, and it gets underway in Georgia this 
week. The campaign will run for the next ten weeks. The effort is part of a four-year partnership between the National 
Alliance for Public Charter Schools and the Georgia Charter Schools Association. Starting on Monday, May 2, the ad 
spots will run during national morning shows, on cable, in streaming ads via Hulu and social ads via Facebook Ads and 
Google Ads. Those watching the ads will be directed to discovergacharters.org, a positive landing page about public 
charter schools in Georgia and the city of Atlanta. 
 
The latest campaign comes after highly successful radio ads that ran on popular local radio stations in Atlanta and 
Savannah between August of 2021 and April of 2022. The goal of the four-year effort is to raise awareness and 
reinforce key messages about public charter schools. 
 
You can see the two ads that will run as part of the latest campaign below: 

Georgia Charter Advertisement #1 
Georgia Charter Advertisement #2 

 
NEXT BOARD MEETING・理事会日時 

Thursday, May 26 · 6:00 – 8:00pm 
Google Meet joining info 

Video call link: https://meet.google.com/akd-rwdf-ucs 
Or dial: (US) +1 260-468-8024 PIN: 929 209 532# 

 
For more Board Meeting Schedules: please click here 

 

Meeting Agenda & Minutes・理事会アジェンダ及び議事録 
Please click here 

 
 
 
 

  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zOQ5Y6TH1g
https://www.youtube.com/watch?v=sDbiPdYVGnE
https://meet.google.com/akd-rwdf-ucs
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-meetings/
https://drive.google.com/drive/folders/1acgQjZKHr-cADodNhnWXnl0U3avxbmtS
https://gacharters.org/newsletter/new-charter-ad-campaign-kicks-off-in-georgia/attachment/newsletter-updates/
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NEW COMMUNITY ANNOUCEMENT 

GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY IS IN NEED OF JAPANESE VOLUNTTERS  
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COMMUNITY ANNOUCEMENT 

The 34th Annual Asian-Pacific Children’s Convention (APCC) 
For all children born on August 1st, 2010 to July 31st, 2011 

As Atlanta’s liaison office for the 34th Annual Asian-Pacific Children’s Convention (APCC), The Japan-America 
Society of Georgia (JASG) is again able to share a once-in-a-lifetime opportunity for 4 elementary school 
students (two boys and two girls) and 1 chaperone from the State of Georgia through this fully funded 
exchange program in Fukuoka, Japan (Atlanta’s Sister City). The APCC is normally held in-person in Fukuoka, 
Japan – Atlanta’s Sister City, but because of the ongoing global pandemic, this year’s program will be held 
online through the APCC’s BRIDGE Virtual Summer Camp. The camp will take place virtually, on Saturday 
evenings in July to September 2022. Application deadline for 2022 has been extended to May 10th and all 
application materials must be received by the JASG by 5:00pm EDT that day. 
 

 
 

Junior Ambassador Invitation Letter & Application Instructions 

Junior Ambassador Application - http://bit.ly/APCC-2021 

APCC Testimonials 

APCC Bridge Club - Alumni Group 
 
 

https://www.jasgeorgia.org/resources/Education/APCC/JA%20Invitation%20Letter%202021.pdf
http://bit.ly/APCC-2021
http://bit.ly/APCC-2021
https://www.jasgeorgia.org/resources/Education/APCC/APCCTestimonials.pdf
https://youtu.be/X0hpBSevdbU
http://bit.ly/APCC-2021
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COMMUNITY ANNOUCEMENT 

ATLANTA DANCE COPANY “ALICE IN WONDERLAND” SHOW  
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REMINDER 

JAPANESE ASSISTANT TEACHER FROM JAPAN FOR THE 2022-2023 SCHOOL YEAR 
ISECE PROGRAM 

We have the first Japanese Assistant Teacher, whom will be sent by ISECE Program in Japan, to ICAGeorgia for the next 
School Year (2022-2023).  Please meet Ms. Maki Shinzato.  We are still in need of a host family to host her during her stay 
in Georgia.  She will stay with a host family for the entire year.  If you are interested in hosting Ms. Shinzato, please contact 
Ms. Saito-Bush at m.bush@internationalcharteracademy.org.  
日本語教師派遣プログラム『ISECE プログラム』より、来学年度に ICA ジョージア派遣教員第一期生として派遣される

日本語アシスタント教師が決定いたしました。新里匡妃（しんざと・まき）先生を以下ご紹介させていただきます。

新里先生がジョージア滞在中、ホームスティをするにあたり、現在、まだホストファミリーのリクエストを受け付け

ております。ご興味のある方は、斎藤先生へ E メール（m.bush@internationalcharteracademy.org）にてご連絡 

ください。 

 

 

Name: Maki Shinzato 氏名： 新里匡妃 

Residency: Okinawa, Japan 出身地： 沖縄県 

Current career: High school 
teacher (English) 

現在の職務： 高校教師（英語） 

# of years teaching: 5 years including 
2 years of 
volunteer 
teaching 

教職経験： 計 5 年 
（ボランティア教員

年数 2 年含む） 

 

Hobbies: Okinawan 
sanshin, Ukulele, 
swimming, 
painting, crafting 

趣味： 沖縄三味線、 

ウクレレ、水泳、

絵画、物作り 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICATION IN SCHOOL 
If your child/children requires medication during school hours be sure to so the following: 

 Complete an authorization and consent form signed by parent or guardian. (Forms: Medication / Inhaler) 

 Deliver the medication to the school in its original container, if prescribed a label with the child’s name, name of 
medication, dosage and expiration date must be visible. 

 Prescribed medication must have a signed physician’s order. 

 Self-administration of Asthma Medication or Epi-pen, must be authorized by a physician and the authorization must be 
sent to the School Nurse. 

学校にて薬が必要となる児童につきましては、必ず次のことを守ってください。 

 薬投与に関する承認書・同意書にご記入いただき、ご署名後、学校へ提出してください。 

（書類：薬投与・吸入具） 

 薬は、必要な分だけではなく、容器ごと学校へ届けてください。処方された場合は、お子さまの名前、 

薬の名前、服用する量、有効期限が書かれたラベルを明記してください。 

 処方された薬には、医師の署名入りのドクターノートを同封してください。 

 喘息薬やエピペンの自己投与は、医師の許可が必要です。また、医師からの許可書は必ずスクールナースへ

お渡しください。 

mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
mailto:m.bush@internationalcharteracademy.org
https://drive.google.com/file/d/1sS0PJRXQKFJpQ80_AwvACK2veKyjKkce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQoe19Hjykh6PqVgyFXa79BpZTs7C3of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sS0PJRXQKFJpQ80_AwvACK2veKyjKkce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQoe19Hjykh6PqVgyFXa79BpZTs7C3of/view?usp=sharing
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REMINDER 

ORDER AT-HOME COVID-19 TEST KITS 
State Charter Schools Foundation of Georgia (SCSF) and Global Health Crisis Coordination Center (GHC3) shared the 
information about ordering free at-home COVID-19 test kits as follows: 
 Ordering for free at-home COVID-19 tests is now open. When you click on the order button below, you will be 

asked for your zip code. Ordering today will be available to zip codes with the highest vulnerability to COVID-
19. Starting tomorrow (January 19), ordering for free at-home COVID-19 tests through this program will be 
open to everyone.  

  
ジョージア州チャーター・スクール・ファウンデーション（SCSF）及びグローバル・ヘルス・クライシス・ 

コーディネーション・センター（GHC3）より、新型コロナウイルス自宅検査キットの無料配布に関する 

情報を以下シェアさせていただきます。 

 新型コロナウイルス自宅検査キット（無料）のオーダーが開始になりました。以下リンクをクリックして

いただくと、お住まいのジップコードを聞かれます。本日は、新型コロナウイルスの感染率が高い 

ジップコードのエリアにお住まいの方たちのオーダーを受け付けます。それ以外のエリアにお住まいの 

方たちは、明日（1/19）からオーダーを受け付けます。 

 
Click here: CHW and Partner Access to Free COVID-19 At-home Rapid Tests – NACHW 

Each household can receive one free package of four COVID-19 tests. 

新型コロナウイルス検査キットは、1 世帯につき 1 パック（4 回分）を無料で提供します。 
 

 

https://nachw.org/covidtests/
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COVID-19 UPDATES - REMINDER 

CDC GUIDELINE UPDATES ON ISOLATION & QUARANTINE RECOMMENDATIONS 
As you might already be aware, CDC has updated its COVID-19 isolation & quarantine recommendations. 
既にご存知かと思いますが、CDC は新型コロナウイルス感染の隔離に関するガイドラインを以下の通り、 

アップデートいたしました。 

新型コロナウイルス検査にて陽性反応が出た場合 

（ワクチン接種状況に関わらず） 

1～5 日目 

自宅にて安静に 

してください。 

6～10 日目 

症状がない場合、もしくは 

症状が改善されている場合、 

外出しても大丈夫ですが、 

他の人と接する際にはマスクを

着用してください。 

熱がある場合は、熱が下がるまで 

自宅にて安静にしてください。 
 

 

新型コロナウイルスに濃厚接触した。 

ワクチンはブースターまで接種している場合 

1 日目 5 日目 10 日目 

10 日間は、他の人と接触する際にはマスクを着用してください。 

また、可能であれば、5 日目に検査を受けてください。 

症状がでた場合には検査を受け、 

自宅にて安静にしてください。 
 

 

 
 
 
 

新型コロナウイルスに濃厚接触した。 

 ワクチンは接種していない、もしくは 

 6 か月以内にファイザーもしくはモデルナのワクチンを接種、 

もしくは 

 2 か月以内にジョンソン＆ジョンソンのワクチンを接種 

1～5 日目 5 日目 6～10 日目 

自宅にて安静に 

してください。 

可能であれば、 

検査を受けて 

ください。 

他の人と接触する際には 

マスクを着用して 

ください。 

隔離できない場合*、10日間は必ずマスクを着用してください。 

症状が出た場合には検査を受け、自宅にて安静にしてください。 

*Per ICAGeorgia’s policy, students must stay home at least 5 days. 
*ICA ジョージアのポリシーに基づき、児童は最低 5 日間、自宅待機して
ください。 

 

 

 

 

* 
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COVID-19 UPDATES - REMINDER 

COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE 
In order for us to have data regarding how many of our students are vaccinated, please send a copy of the vaccination 
certificate to our school nurse (v.lewis@internationalcharteracademy.org).  Many of you have already sent us the 
certificates and thank you for sending us the certificates.  This is just for data purposes, and not by any means a 
mandate. Thank you. 
ICA ジョージアでは、何名の児童が新型コロナウイルスのワクチン接種に関するデータを収集するにあたり、 

ワクチンを接種した児童のワクチン記録をスクールナース（ v.lewis@internationalcharteracademy.org)へお送り 

いただけますようお願いいたします。既に、たくさんのみなさまから接種記録をお送りいただき、 

感謝いたします。まだお送りいただいていない方は、これはあくまでもデータ収集の目的であり、決して強制では 

ありませんので、ご協力いただける方はお送りいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

   
    
    
 

COVID-19 PROTOCOLS 
As a reminder, if your child is sick with COVID-19, please keep your child at home and send an email to the following 
address as well as filling out the Parent COVID-19 Reporting form. 

リマインダーですが、お子さまが新型コロナウイルス関連の病気になった場合、自宅にて安静にさせて、

以下 E メールアドレスへご連絡いただき、また保護者報告書をご記入ください。 

School COVID-19 Email: ReportCovid19@internationalcharteracademy.org 

Parent Reporting Form: Click Here 

   
    
    
 

ICAGEORGIA COVID-19 INFORMATION CENTRAL SY2021-2022 
As a reminder, our school website has all the information regarding COVID-19.  Please visit our website 
(www.internationalcharteracademy.org) for the following information. 

リマインダーですが、当校ホームページ（www.internationalcharteracademy.org）には新型コロナウイルス

に関する以下情報を掲載しておりますので、ぜひご確認ください。 

 ICAGeorgia COVID-19 Daily Cases 

 Parent COVID-19 Reporting Form 

 ICAGeorgia COVID-19 Protocols 

 ICAGeorgia COVID-19 FAQs 

 Return to In-Person instruction Plan 

 COVID-19 Onsite Testing FAQs (English) 

 COVID-19 Resources for ICAGeorgia families 

 ICA ジョージア・新型コロナウイルス感染状況 

 新型コロナウイルス保護者報告書 

 ICA ジョージア・新型コロナウイルス手順 

 ICA ジョージア・新型コロナウイルスのよくある質問 

 対面式授業再開に関するプラン 

 新型コロナウイルス：学校での検査に関するよくある 

質問（英語） 

 新型コロナウイルス：ICA ジョージア・ファミリー向け

情報 

 

   
    
    
 

mailto:v.lewis@internationalcharteracademy.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbpSqFaXNgpB4HNCS6Xuw2YOHjUsgz_QE7VULGBcWaiWaQ0w/viewform
http://www.internationalcharteracademy.org/
http://www.internationalcharteracademy.org/
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SCHOOL YEAR 2022-2023 NEW STUDENT RECRUITMENT 

REMINDER 
ICAG FLYER FOR 2022-2023 / SOCIAL MEDIA SHARING / GOOGLE REVIEW / FACEBOOK REVIEW 

We have a new flyer for the School Year 2022-2023 new student recruitment!  When you meet or talk to your new 
friends/neighbors (let’s try 5 people!) who are interested in enrolling a child at ICAGeorgia, please share this flyer with 
them!  Also, many of prospective families find our school via Google Search or Facebook.  We would truly appreciate 
it if you can leave us the Google and/or Facebook review.  Thank you so much! 
2022-2023 年度、新入生ファミリー向けのフライヤーができました！新しく出会うお知り合いやご親戚、ご近所

の方など、当校への入学のご興味を持つ方がいましたら、このフライヤーをシェアしてください（5 ファミリー

へのシェアを目標にしましょう）！また、たくさんの新入生ファミリーは、グーグルやフェイスブックにて 

当校を見つけているようです。よろしければ、グーグル・サーチやフェイスブックにてレビュー（日本語も 

歓迎）を記入してください！どうぞよろしくお願いいたします！ 

Click here for Flyer Download・フライヤーのダウンロードはこちらをクリック 

 

 

   
    
    
 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2021/11/2022-Enrollment-Flyer.pdf
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RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

ONLINE CLASSROOM VIA ZOOM ACCESS CLARIFICATION 
We would like to clarify accessing the online classroom via zoom. As you are aware, our school is back to 100%  
in-person for this school year with an exception.  State allows our school to give an exception to a small number of 
students to be online. 

Online classroom via zoom is only available for  
1. students with pre-existing health conditions and received approval from the school 

2. COVID-19 positive status or  
3. COVID-19 close contacts 

In order to gain an access to the online class on a regular classroom days, please contact the school via email 
(info@internationalcharteracademy.org).  Upon approval from the school, teachers will let your student in the zoom 
class.  Without the approval, teachers cannot let your child in the online classroom. 
Zoom を通してのオンライン授業アクセスについて以下ご説明させていただきます。ご存知のように、当校は 

完全対面式授業（例外を除く）を再開しております。ジョージア州より、少数の児童のみオンライン授業を 

受けることを例外に認めており、当校はそのガイドラインに沿い学校を再開していることご理解ください。 

Zoom を通してのオンライン授業に参加できる児童は次の通りです。 

1. 持病を持つ児童で事前に学校からの承認を得ていること 

2. 新型コロナウイルス陽性反応がでた児童、もしくは 

3. 新型コロナウイルス濃厚接触者 

通常の対面式授業の日に Zoom のオンライン授業へ参加する承認を得るには、当校へ E メール

（info@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。学校が承認後、教員がお子さまをオンライン 

授業へ入れます。承認なしでは、オンライン授業へ入れることができないことご理解ください。 

CARPOOL NUMBER ID CHECK – BACK TO THE ORIGIANAL PROCEDURES  
Starting tomorrow (4/19), the Carpool Number ID check procedures, for those who forget to bring/lost a Carpool 
Number, will return to the original procedure.   

 If you forget to bring your Carpool Number for the dismissal, please park your car and come to the office 
with your photo ID.   

 If you lost your Carpool Number, please send us an email (info@internationalcharteracademy.org) to receive 
an extra card at $5 fee. 

 Parents, who are “walkers” to pick up your child, will also need to come to the office with your Carpool 
Number / Photo ID if lost or do not have a Carpool Number. 

 In any case, the person picking up your child does not have a Carpool Number will need to come to the office 
for ID check. 

 
明日（4 月 19 日）より、下校時にカープール番号をお忘れになった方、カープール番号を紛失した方の 

ID チェックの方法を当初のプランへ戻します。 

 下校時、カープール番号をお忘れになった場合は、車を駐車していただき、オフィスへお越し 

ください。その際、顔写真付きの IDカードをお持ちください。 

 カープール番号を紛失した場合、オフィスへ E メール（info@internationalcharteracademy.org） 

にてお知らせください。新しいカードを一枚当たり５ドルにて作成いたします。 

 徒歩にてお子さまをお迎えになる保護者さまも、カープール番号をお手持ちになり、オフィスへお越し

ください。カープール番号が無い場合は、顔写真付きの ID カードをお持ちください。 

 お子さまをお迎えになる方が、カープール番号をお手持ちではない場合は、 ID のチェックを 

しますので、オフィスへお越しください。 

 

 
 
 
 

mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
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IMPORTANT - MASK POLICY  UPDATE 
Last Friday, February 25, 2022, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) updated its guidance and the 
prevention steps that should be taken based on the spread of COVID-19 in communities. As part of the changes announced, 
the CDC is dropping its recommendation for universal school masking and instead will recommend masking only in 
communities at a high level of risk. 
 
As you are aware, International Charter Academy of Georgia is located in Gwinnett County.  According to the CDC, Gwinnett 
County is currently in a “Low” level of community spread. At this level, individuals are encouraged to stay up to date with 

COVID-19 vaccines and to get tested if they have symptoms.  In light of this updated guidance and Gwinnett County’s 
designation in the “Low” level of community spread, International Charter Academy of Georgia will transition from 
requiring masks to OPTIONAL use of masks in its facilities for all students, teachers and staff starting this Thursday, 
March 3rd, 2022. 
  

 In the coming days, the administrative team will be reviewing the ICAGeorgia’ Return to In-Person Instruction Plan 
and update the Plan according to the CDC most recent updates.  

 The administrative team will continue monitoring the COVID-19 Community Level for major counties where 
ICAGeorgia students reside in Georgia.  When the level goes up to a high level of risk, the mask policy will be revised 
and will be announced to ICAGeorgia community accordingly. 

 ICAGeorgia’s mitigation strategies such as temperature checks will remain in effect. 

 A weekly on-site COVID-19 testing will continue taking place at ICAGeorgia. 
 
We thank you for your patience and understanding of keeping our school, students and staff safe as the COVID-19 situation 
remains fluid.  
 
先週金曜日（2022 年 2 月 25 日）、米国疾病対策予防センター（CDC）は、地域における新型コロナウイルス 

感染者数に基づき、プランと予防策を更新しました。今回発表された更新の一つとして、CDC は学校での 

マスク着用の推奨を取りやめ、代わりに感染リスクの高い地域のみでのマスク着用を推奨すると更新しました。 

 

みなさまご存知のように、ジョージア・チャーター学院はグイネット・カウンティ―に所在します。 

CDC によりますと、現在グイネット・カウンティ―の地域感染者数は低いレベルを保っています。このレベルの 

場合、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を継続し、症状がある場合は検査を受けることが推奨されています。

CDC の最新の情報そしてグイネット・カウンティ―の地域感染レベルが低レベルであることを考慮し、 

ジョージア・チャーター学院は、2022 年 3 月３日より校舎内でのマスク着用に関して全児童、教職員の 

マスク着用義務から、マスク着用の有無は選択制となります。 

 

 これから、当校アドミニストレーション・チームは ICA ジョージアの対面式授業再開プランを見直し、 

CDC の最新のアップデートに従いプランを更新する予定です。 

 アドミニストレーション・チームは、 ICA ジョージアの児童が在住するジョージア州の主要な郡に 

ついて、新型コロナウイルス地域感染レベルのモニタリングを継続します。地域感染レベルが上がり 

危険度が高くなった場合は、マスクポリシーを改訂し、それに応じて ICA ジョージア・コミュニティーへ 

お知らせします。 

 当校での体温チェックなどの緩和策は、引き続き行います。 

 ICA ジョージアでは、週１回の新型コロナウイルス検査を継続して実施します。 

 

新型コロナウイルスの状況がまだ流動的でありますが、学校や児童そして教職員の安全を第一に考え、保護者の 

みなさまには引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 

RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 
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CHILD TAX CREDIT - UPDATE 
Important changes to the Child Tax Credit are helping many families get advance payments of the credit.  Please visit the IRS 
website for more details. 

English Spanish Chinese Simplified Chinese Traditional Korean Russian Vietnamese Haitian-Creole 
Previous information: 
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. 

告知済のインフォメーション 
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 

SCHOOLHOUSE.WORLD MATH HOMEWORK HELP SITE 

As your optional educational resource, Schoolhouse.world, a free peer tutoring platform founded by Sal Khan of Khan 
Academy, has partnered with State Charter Schools Foundation of Georgia to offer free, live math homework help 
every weekday from 8 to 10pm ET.  Students can log on with a question, and a live certified tutor will guide them 
through the process to reach an answer or clear up any confusion. They will not do the problem and give the answer. 

カーン・アカデミーの設立者であるサル・カーン氏が無料の個別指導プラットフォーム『Schoolhouse.world』を 

立ち上げました。ジョージア州チャーター・スクール・ファウンデーション（SCSF）と提携し、平日の午後 8 時～ 

10 時（米国東部標準時間）の間、算数の宿題ヘルプを無料で提供します。宿題ヘルプが必要な児童は、ログインする

と、資格を持つチューターが、答えにたどり着くまで、もしくはわかるまで児童をヘルプします。チューターが問題

を解いてあげたり、回答を出すことはなく、あくまでも児童が答えを出せるように指導します。  

Link: schoolhouse.world/live-help 

 
 

RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/zh-hant/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ko/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/vi/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
https://www.irs.gov/ht/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021
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
https://schoolhouse.world/live-help
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PARTIES AND CELEBRATIONS AT ICAGEORGIA 
At ICAGeorgia, we enjoy honoring our students on their birthday, special occasions and holidays.  And children enjoy 
the food that parents bring.  However, because of the ongoing pandemic and the growing number of students who 
struggle with food allergies we are strongly encouraging families to send non-food items on birthdays, special 
occasions and holidays. Instead of a food item, please consider sending something for the class to enjoy such as: 

 A game for the classroom 

 A Classroom book 

 A set of items for each child to keep such as pencils, pens, erasers, markers, etc. 
If you must send food, the item must be individually and commercially wrapped.  Please keep it mind that our school 
is a nut-free school.  Foods made at home may not be distributed within the school at this time. 
No visitors are allowed in the classroom, which means parents will need to drop off the items at the front desk.   If you 
have any questions, please contact your child’s teacher.  Thank you so much for understanding. 
ICA ジョージアでは、児童の誕生日、特別なお祝い、ホリデーシーズンに、クラスでお祝いをするようにしております。お祝いの

日に子供たちは、保護者から届けられた食べ物を楽しみにしておりますが、パンデミックの状況や、食物アレルギーを持つ児童が

増えていることなどから、誕生日や特別な日、ホリデー・シーズンには、なるべく食べ物以外の物をお持ちいただくようお願い 

いたします。食べ物以外のもので子供たちが楽しめるものとしては、クラスで楽しめる以下のものをお勧めいたします。 

 クラスみんなで楽しめるゲーム 

 クラスみんなで読める本 

 子供たちが個人のものとして使える鉛筆、ペン、消しゴム、マーカーなど 

 食べ物である必要がある場合は、個別に包装されている市販のものをお持ちください。リマインダーですが、当校は 

ナッツフリーの学校です。現在のところ、ホームメイドの食べ物を校内で配布することは中止しております。 

 学校時間内の教室へのビジターは中止しておりますため、お届けいただくものは、フロントデスクへお預けください。 

ご質問などありましたら、お子さまの担任へご連絡ください。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 
 
 

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。 

RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

COMMUNITY FUNDRASING PAGE FOR ICAGEORGIA 
Do you shop at Kroger, Publix, Schoolstore.com or purchase Coca-Cola products?  Did you know that a portion of your 
purchases will be donated to ICAGeorgia?  Please check out our fundraising page here on how to register for these 
programs! 

クロ―ガーやパブリックス、Schoolstore.com でお買い物、もしくはコカ・コーラ製品を購入しますか？ 

その場合、購入金額の一部が ICA ジョージアに寄付されているのをご存知ですか？登録方法は、こちらの当校 

ファンドレイジングに関するホームページをご確認ください！ 
 

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
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
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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。 

CAMPUS PARENT PORTAL IS HERE! 
We are launching the “Campus Parent Portal by Infinite Campus”! Our school utilizes the Student Information System 
called Infinite Campus. Infinite Campus has a useful portal for our parents to access/view your child’s academic 
information, and it is called Campus Parent Portal. Through Campus Parent Portal (on PC or app), parents/guardians 
can check your child’s current grade, assignments, attendance, make a payment for fees, etc. In order to gain the 
access, please read and sign this User Agreement by parent/guardian and send it back to the office 
(info@internationalcharteracademy.org). Each parent has their own unique log-in, therefore, each parent wishing to 
gain the access must sign the User Agreement. Upon verifying the parent/guardian status, our office will send you the 
further instructions.  
『キャンパス・ペアレント・ポータル』公開 ！当校では、児童の情報データシステム『インフィネート・ キャンパ

ス』を使用しており、このインフィネート・キャンパスは、保護者さまがお子さまの学業に関する情報を アクセスで

きる『キャンパス・ペアレント・ポータル』というサイトを提供しております。キャンパス・ ペアレント・ポータル

を通して、保護者さまはお子さまの現在の成績、アサイメントの状況、出欠をチェックできるほか、学校への支払い

などをすることができる大変便利なツールです。アクセス権を得るには、こちらのユーザー 規約をご一読いただき、

ご署名後、オフィスへEメール（info@internationalcharteracademy.org）にて返送して ください。アクセスを必要とす

るぞれぞれの保護者さまからのご署名が必要です。ご署名を受け取り後、保護者さまであることを確認の上、アクセ

ス方法に関する情報をお送りします。  

More About Campus Parent Portal・キャンパス・ペアレント・ポータルについて 

User Agreement・ユーザー規約 

RESOURCES FROM THE PAST PARENT BULLETIN 

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/
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COVID-19 RESOURCES FOR ICAGEORGIA FAMILIES 

 

(1) FOOD PANTRY / フードパントリー 

Find your local Food Pantry through the Georgia Food Bank association by clicking on the links below. 

以下のリンクは、ジョージア州フードバンク協会を通じてお近くのフードパントリーを検索できるサイトです。 

https://www.freefood.org/s/georgia 

https://www.dca.ga.gov/safe-affordable-housing/homeless-special-needs-housing/covid-19-resources/food 

 

(2) COVID TESTING / 新型コロナウイルス検査 

Free COVID testing is available to all Georgians.  The links below provides information by county for testing sites near you.  Drive 
through testing is also offered by CVS Minute Clinic, Walgreens and Rite aid.  Follow the links below for more information. 

新型コロナウイルス検査は、ジョージア州在住者は誰でも無料で受けることができます。 以下のリンクは、お近くの

検査会場を郡ごとに検索できます。また、ドラッグストアの CVS Minute Clinic、Walgreens、Rite aid では、ドライブ 

スルー検査も行っています。 詳細は以下のリンクをご覧ください。 

https://dph.georgia.gov/covid-19-testingdirect-patient-lines 

https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing 

https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covid_vanity_testing 

https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing 

 

(3) MENTAL HEALTH ・メンタルヘルス 

We all need mental health therapy at some point in our lives.  Below are a few links to help you to find the help you need.  
However, if you or your child/children are experiencing a crisis, please call The Georgia Crisis & Access Line (GCAL) 1-800-715-
4225 immediately. 

私たちは皆、人生のどこかでメンタルヘルス・セラピーを必要としています。  以下リンクでは、メンタルヘルスに 

関するお役立ち情報を掲載しています。必要としている分野を以下リンクをクリックして検索してください。但し、

あなたやあなたのお子さんが危機的な状況にある場合は、すぐに The Georgia Crisis & Access Line (GCAL) 1-800-715-4225

に電話してください。 

https://www.opencounseling.com/public-mental-health-ga 

https://www.rtor.org/directory/mental-health-resources-in-georgia/ 

https://mhttcnetwork.org/centers/southeast-mhttc/georgia-state-mental-health-resources 

 

https://www.freefood.org/s/georgia
https://www.dca.ga.gov/safe-affordable-housing/homeless-special-needs-housing/covid-19-resources/food
https://dph.georgia.gov/covid-19-testingdirect-patient-lines
https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing
https://www.walgreens.com/findcare/covid19/testing?ban=covid_vanity_testing
https://www.riteaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing
https://www.opencounseling.com/public-mental-health-ga
https://www.rtor.org/directory/mental-health-resources-in-georgia/
https://mhttcnetwork.org/centers/southeast-mhttc/georgia-state-mental-health-resources

