
ICAGeorgia Parent Bulletin: SY22-23             7/25/2022 

1 
International Charter Academy of Georgia: 3705 Engineering Drive, Peachtree Corners, GA 30092 

PH: 770-604-0007:  info@internationalcharteracademy.org 

 

 
Good afternoon ICAGeorgia families! 
Back-To-School Open House is this Wednesday!  Please check the start time for your child’s grade group below.  As a 
reminder, the beginning of new school year is very new to everyone and things 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! 
バック・トゥ・スクール・オープンハウスは、今週水曜日です！オープンハウスの開始時間は、学年ごとに指定して 

おりますので、再度ご確認ください（以下参照）。リマインダーですが、新学年度の始めは、新しいことも多々あり、

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 (At 1pm) 

幼稚部入園式（午後１時） 

 

    
  

ANNOUCEMENT 
 

 

Kindergarten Families: 
There will be a small entrance ceremony at 1pm on Monday, August 1st to 
celebrate our kindergarten students.  The ceremony will be about 20 to 30 
minutes, and students will be dismissed after the ceremony. If able, please join 
us! 
幼稚部ファミリーのみなさまへ： 

８月１日の午後１時より、ささやかではありますが、入園式を開催いたし

ます。式は約 20～30 分となり、式の後に幼稚部の児童は下校となります。

可能であれば、ぜひご参加ください！ 
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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 

 FIRST DAY/FIRST WEEK OF SCHOOL! 
• ARRIVAL TIME 

Early Arrival 
(Principal approval 
required.) 

7:30am 

Carpool Lane Open 7:45am to 8:05am 

Classes Start At 8:10am  
(Tardy after 8:10am) 

NOTE: 
If a student arrives at or after 8:10am, a 
parent/guardian must park your car and escort 
your child to the office to check-in. 

• DISMISSAL TIME 
For the school safety purpose, dismissal time is split 
into 2 groups below.  Please drive up to the Carpool 
Lane within the designated time only.   
▪ If you arrive before your designated time, please 

park your car in the parking lot and wait until the 
time starts. Please do not enter the Carpool Lane. 

▪ You must have a Carpool Tag displayed on the 
dashboard.  If you do not have it, please come to 
the office with a photo ID and wait in the office 
until the dismissal ends. 

▪ If you need to pick up your child before the 
dismissal time for doctor’s appointment, please do 
so before 2:20pm (Mon-Thu) or 1:30pm (Fridays). 

▪ If your child is not picked up by 3:15pm (Mon-Thu) 
or by 2:30pm (Fri), you may be charged a $1 late 
pick-up fee. 

Thank you for your understanding. 

Dismissal Time 

Kindergarten to  
2nd grade 

Mon-Thu   2:45pm to 3pm 
Friday        2pm to 2:15pm 

3rd to 5th grade Mon-Thu   3pm to 3:15pm 
Friday         2:15pm to 2:30pm 

 

• OFFICE HOURS 

Office Hours:   7:45am to 3:30pm (Mon-Fri) 

 

 

始業日及び第一週目! 

• 登校時間 
早朝の登校 

（校長の承認用） 

7:30am 

カープール・レーン 

オープン時間 

7:45am to 8:05am 

始業時間 8:10am  

（以降は遅刻） 

追記： 

8時10分以降の登校は遅刻となります。保護者 

さまはお子さまとオフィスへお越しいただき、 

チェックインをしてください。 

• 下校時間 

学校の安全を考慮し、下校時間を以下２グループ

に分けます。お子さまの学年に指定された下校時

間にカープール・レーンにてお迎えください。 

▪ 指定された時間前にご到着の場合、時間まで 

パ ー キ ン グ に て 待 機 し て く だ さ い 。 

カープール・レーンには入らないでください。  

▪ お迎えの際は、カープール・タグをダッシュ 

ボードに見せてください。タグをお忘れに 

なった場合は、写真付きの身分証明書を 

ご持参の上、オフィスへお越しいただき、 

カープールの終了時間までオフィスにてお待ち

ください。 

▪ ドクター・アポイントメントのため、早退する

必要がある場合、遅くとも午後2 時 20 分 

（月～木）、午後1時半（金）までにお迎え 

ください。 

▪ 午後3時15分（月～木）、午後2時半（金） 

までにお迎えがきていない児童には、1ドルの

遅延料金が発生する場合があります。 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

下校時間 

幼稚部～2年生 月～木      2:45pm to 3pm 

金        2pm to 2:15pm 

3～5年生 月～木      3pm to 3:15pm 

金            2:15pm to 2:30pm 

 

• オフィス営業時間 

月～金  7:45am to 3:30pm 
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ANNOUCEMENT 

 UPDATES ON AFTERSCHOOL PROGRAM & SCHOOL LUNCH 
• Afterschool Care 

Sign up for the ICAGeorgia Afterschool Care will take place at the Back-To-School Open House.  It will start on August 
1st from 2:45pm to 6pm (Mon-Thu) or 2pm to 6pm (Fri).  Please come to the Afterschool Care table in the Cafeteria 
during the Open House! 

 

• School Lunch 
We are excited to introduce our new School Lunch Program!  Please be sure to by their table at the Back-To-School 
Open House.   

 
• アフタースクール・ケアについて 

ICAジョージア・アフタースクール・ケアへの登録を、バック・トゥ・スクール・オープンハウスにて 

受付します。アフタースクール・ケアは8月1日から開始し、時間は、午後2時45分から午後6時（月～木）、 

午後2時～午後6時（金）です。オープンハウス当日、カフェテリアにてアフタースクール・ケア・ブースへ 

お越しください！ 

 

• スクールランチについて 

新しいスクール・ランチ・プログラムをバック・トゥ・スクール・オープンハウスにてご紹介します！ぜひ、 

スクール・ランチ・プログラムのブースへお越しください！ 

 
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


ICAGeorgia Parent Bulletin: SY22-23             7/25/2022 

5 
International Charter Academy of Georgia: 3705 Engineering Drive, Peachtree Corners, GA 30092 

PH: 770-604-0007:  info@internationalcharteracademy.org 

  
ANNOUCEMENT 

 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 

A Guide for Parents on Back-to-School 
GeorgiaCAN is a nonprofit that advocates for students statewide, especially those with the greatest needs. Their 
team of advocates and educators has put together a concise and helpful guide for families in advance of the new 
school year. The guide provides the following: 

• Back-to-school tips for families. We also created a special category for elementary, middle and high school 
students and students with special needs.  

• A list of questions to ask during an open house or the first parent-teacher conference. 

• Strategies to build a strong relationship with your child's school and educator.  

  
GeorgiaCAN は、全米の児童の中で特に最もニーズを必要とする児童を支援する非営利団体です。新学年度が 

始まる前に、団体支援者と教育者のチームが簡潔で役立つガイドをまとめました。ガイドには、以下の項目が

含まれます。 

• バック・トゥ・スクールに関するアドバイス。また、小中高生や特別支援を必要とする児童のための特

別カテゴリー 

• オープンハウスや二者面談の際に聞くべき質問リスト 

• お子さまの学校や先生と強い絆を築くための方法 

Link To Back-to-School Parent Guide 

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://gacan.org/research-showcase/the-georgiacan-back-to-school-toolkit/
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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! 
 

ANNOUCEMENT 
 

https://my.emptystockingfund.org/register/

