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Good afternoon ICAGeorgia families! 
It is almost Back-To-School Time at International Charter Academy of Georgia.  Our school is working hard to get our 
school ready to welcome all of ICAGeorgia families to our buildings.  As you may already know, the beginning of new 
school year may take longer time than usual.  We ask for your patience for the first couple of weeks as our school gets 
back into routines.  We cannot wait to see you all soon! 
ジョージア・チャーター学院のバック・トゥ・スクール・オープンハウスの日にちが迫ってまいりました。みなさまを

校舎へお迎えするにあたり、着々と準備を進めております。ご存じかと思いますが、新学年度の始めは、様々なことに

時間を要するため、通常よりも時間がかかることがあります。みなさまには、最初の数週間、学校が起動にのるまで 

ご理解とご協力をお願いいたします。みなさまにお会いできるのを楽しみにしております！ 

 

UPCOMING EVENTS 
7/25-7/29 Teachers Pre-Planning Week 教員：新学年度準備及び職員会議 

7/27/2022 (Wed) Back-To-School Open House for all 
returning and new families  
(See below for times) 

在校生及び新入生ファミリー向けバック・トゥ・

スクール・オープンハウス （時間は以下参照） 

8/1/2022 (Mon)   First Day of School  
(Classes start at 8:10am) 

2022-2023 学年度 始業日 

（授業開始時間：午前 8 時 10 分） 

8/1/2022 (Mon) Entrance Ceremony for all 
Kindergarteners (Time TBD) 

幼稚部入園式（時間未定） 

 

    
  

ANNOUCEMENT 
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ANNOUCEMENT “BACK-TO-SCHOOL OPEN HOUSE” 7/27/2022 
 OPEN HOUSE – July 27th (Wed) 

GRADE START TIME PLACE 

Kindergarten 9am Cafeteria 

1st & 2nd grade 10am Cafeteria 

3rd to 5th grade 11am Cafeteria 

Due to staffing, please come at the designated start time 
for each child. Thank you for your understanding in 
advance. 

 
WELCOME CENTER: THE CAFETERIA 

We have put together a CHECKLIST for you.  
Please access it here. 

 
AT CENTRAL OFFICE TABLE 

• FORMS: Please fill out/sign the following documents and email 
them back to us or bring them to Open House. 
o Office Card (All students) 
o Free & Reduced Lunch Form (All students) 
o Student Handbook (last page to be signed) 

 
AT SCHOOL NURSE TABLE 

• GA3231 (Immunization) &  

• GA3300 (Vision/Hearing/Dental/Nutrition FORM: New 
families, if you have not turned in the completed GA3231 
and/or GA3300 forms, please bring us the completed forms to 
the School Nurse Table in the Cafeteria at Open House. 

• MEDICINE: If your child needs medication at school, please 
bring the medication with the Medication Form to the School 
Nurse Table at Open House. 

 
AT ICAGEORGIA PTO TABLE 

• Our PTO will have a table at Open House. Please stop by and say 
hello to our PTO Team! 

 
SCHOOL SUPPLY (The list is available here) 

• School-wide Community Shared items: please bring these items to 
Room 200 on 2nd floor of Building One. 

• Classroom School Supply: please bring these to your 
classroom/teacher. 

 
AFTERSCHOOL PROGRAM 
 

CLASSROOM 
After a visit to Cafeteria, please go to your classroom to meet your 
teachers and bring them your school supplies! 

• CARPOOL TAGS: This school year’s carpool tags will be 
distributed by your teachers. 

 
 
If you are unable to attend Back-To-School Open House, please 
come to the Cafeteria on the first day of school. 
 

 

オープンハウス：7 月 27 日 (水)。 
学年 開始時間 場所 

幼稚部 9am カフェテリア 

1 年～2 年 10am カフェテリア 

3 年～5 年 11am カフェテリア 

スタッフのスケジュールの関係上、各お子さまの学年に指定さ

れた時間にお越しください。よろしくお願いいたします。 

 

ウェルカム・センター：カフェテリア 

チェックリストをご用意いたしました。 

こちらからアクセスしてください。 

 

セントラル・オフィス・テーブル 

• フォーム：新学年度に必要な以下用紙にご記入・ご署名

いただき、E メールにてオフィスへお送りいただくか、

オープンハウス当日にお持ちください。 

o オフィスカード（全児童） 

o フリー・ランチプログラム（全児童） 

o スチューデント・ハンドブック（最後のページに 

ご署名ください。） 

 

スクールナース・テーブル 

• GA3231-予防接種記録 & GA3300ー健康診断書： 

新入生ファミリーのみなさま、GA3231 及び

GA3300 フォームが未提出のファミリーは、スクール

ナースのテーブルへ完成した書類を提出してください。 

• お薬：学校にて常備が必要なお薬がある方は、お薬と 

フォームをスクールナース・テーブルへ提出ください。 

 

ICA ジョージア・PTO テーブル 

• 当校 PTO がみなさまをお待ちしております。 

ぜひ、お越しください。 

 

スクール・サプライ（リストはこちらからアクセス） 

• 校内コミュニティーシェア分：第一校舎 2 階 200 号室

へお持ちください。 

• クラスルーム・サプライ：教室へお持ちください。 

 

アフタースクール・プログラム 

 

教室 

カフェテリアで書類などを提出後、教室にて担任の先生にお

会いしたり、文房具をお持ちください！ 

• カープール・タグ：新学年度のカープールタグは、

担任の先生からお受け取りください。 

 

 

 

バック・トゥ・スクール・オープンハウスに参加できない 

フ ァ ミ リ ー は 、 始 業 日 の 朝 、 カ フ ェ テ リ ア へ お 越 し 

ください。 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19G8Lg9CCfWGETQGujY7J1a6bkjpHmaXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PFFgIx1n5qU27g3RbqhQcOsmxLVuonWn/view?usp=sharing
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/Lunch-Application-2022-2023_eng_final.docx.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAGeorgia-Student-Handbook-2022-2023_draft.pdf
https://www.internationalcharteracademy.org/parents/supply-list/
https://drive.google.com/file/d/19G8Lg9CCfWGETQGujY7J1a6bkjpHmaXj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PFFgIx1n5qU27g3RbqhQcOsmxLVuonWn/view?usp=sharing
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/Lunch-Application-2022-2023_eng_final.docx.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAGeorgia-Student-Handbook-2022-2023_draft.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAGeorgia-Student-Handbook-2022-2023_draft.pdf
https://www.internationalcharteracademy.org/parents/supply-list/
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ANNOUCEMENT 

 UPDATES ON AFTERSCHOOL PROGRAM & SCHOOL LUNCH 
• Afterschool Program 

ICAGeorgia in the process of obtaining the license to operate the internal afterschool program.  Application process 
has started back in May.  Georgia Department of Early Care and Learning “Bright from the Start” is in review of our 
applications, however, the process is taking longer than expected.  We understand that families will need to start 
signing up for the afterschool programs soon.  If you need to do so now, please register with our surrounding 
afterschool program facilities such as Winter Chapel Daycare, Sunshine House, etc. which provide a pick-up service 
at our school.  In the meantime, we will keep you updated on our status.  Thank you for your patience. 

 

• School Lunch 
We have just been notified by Atlanta Lunch Company recently that they are unable to provide the school lunch 
services.  Upon receiving of the news, we have started the search for a new lunch company.  As soon as we make a 
decision of the new vendor, we will make an announcement to you. 

 
• アフタースクール・プログラムについて 

既にご存じかもしれませんが、当校では校内にてアフタースクール・プログラムを運営するべく、ライセンスの 

取得のプロセスを5月から始めております。現在、ジョージア州アーリーケア・アンド・ラーニング局

（Department of Early Care and Learning "Bright from the Start"）が審査をしておりますが、予想以上に

時間がかかっております。そろそろアフタースクールプログラムの申し込みをする必要なご家庭もあるかと 

思います。近日中に必要な方は、ウィンターチャペル保育園やサンシャインハウスなど、当校の下校時間にお迎え

サービスを提供している周辺のアフタースクールプログラム施設にご登録をしてください。当校の審査状況の 

アップデートが入手でき次第、ご連絡いたします。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

 

• スクールランチについて 

先日、アトランタ・ランチ・カンパニー社より、スクールランチ・サービスを提供できないとの連絡が 

ありました。この通知を受け、当校は新しいランチ会社のリサーチを開始しております。新しい業者が決定次第、

みなさまにご連絡させていただきます。 

 
STUDENT HANDBOOK SY2022-2023 

Student Handbook is available for our families to review.  New policies have been added, therefore, please read all 
pages before the school starts.  All families are required to sign the last page and turn it in to the office within 10 days 
of school starts (Due:  8/12). 
新学年度のスチューデント・ハンドブックが完成しました。新しいポリシーなどのが含まれておりますので、 

学校が始まる前までにご一読ください。ご一読後、最後のページにご署名いただき、始業日から10日以内 

（締め切り：8月12日）にオフィスへ返送してください。 

Link to: Student Handbook 2022-2023 

http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAGeorgia-Student-Handbook-2022-2023_draft.pdf
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ANNOUCEMENT “CAMPUS PARENT PORTAL ACCESS” 

 PLEASE SIGN UP FOR THE CAMPUS PARENT PORTAL BY INFINTE CAMPUS! 
Our school utilizes the Student Information System called Infinite Campus.  Infinite Campus has a useful tool called 
“Campus Parent Portal” for parents and guardians.  Through Campus Parent Portal (on PC or app), parents/guardians 
can check your child’s schedule, grades, assignments, attendance, make a payment for fees, etc. In order to gain the 
access, you will need to sign the 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.  If you already have an access from previous school year, you do not need to re-do this process.  
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

うお役立ちツール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時間

割、現在の成績、宿題の提出状況、出欠をチェックできるほか、学校へオンラインで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、以下ユーザー 規約にご署名いただく必要があります。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。既に前年度にアクセス権をお受け取りの方は、再度の手続きは必要ありません。 

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

Link to: User Agreement・ユーザー規約 

Free Student Supply Kits Available 
  

The Empty Stocking Fund is offering FREE student supply kits for Metro Atlanta area children who are receiving any 
form of public assistance (i.e., Medicaid, Peach Care for Kids, SNAP, TANF, and CAPS). Each qualified student will 
receive a kit containing at least 16 core supply items like pencils, pens, markers, highlighters, paper, glue, notebooks, 
folders and more!  Please visit the Empty Stocking Fund website below for more information. 
エンプティー・ストッキング・ファンドは、アトランタ市近郊で生活保護（例：Medicaid, Peach Care for Kids, 

SNAP, TANF, and CAPS）を受けている子どもたちに、無料で学用品キットを提供します。資格を満たした 

児童は、鉛筆、ペン、マーカー、蛍光ペン、紙、のり、ノート、フォルダーなど、少なくとも 16 種類の文房具

が入ったキットを受け取ることができます。以下リンクのエンプティー・ストッキング・ファンドの 

ホームページにて詳細をご確認ください。 

 
Request Your Student Supply Kits TODAY! 

 

https://www.infinitecampus.com/video/campus-parent-campus-student
https://www.infinitecampus.com/video/campus-parent-campus-student
https://drive.google.com/file/d/1KCdufoaDgJmPlEg1Pthbw1tdoYCXB5-d/view
https://my.emptystockingfund.org/register/

