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UPCOMING EVENTS (August) 
8/22-8/26 MAP Testing MAP テスト 

8/22-8/26 Student of the Month  スチューデント・オブ・ザ・マンス 

8/25 (Thu) Jeans Day & Canned Goods Food Drive 
(Details on page 3) 

ジーンズ・デー＆フードドライブ 

（詳細は 3 ページ目を参照） 

8/31 at 11am Title I Family Invitation Only 
Building Parent Capacity Meeting 

タイトル・ワン・ファミリー対象 

ミーティング 

9/1 (Thu) Curriculum Night (Details coming soon) カリキュラム・ナイト（詳細は後日発表） 

9/5 (Mon) NO SCHOOL – Labor Day レイバーデー（休校日） 

9/6-9/7 COGAT Testing (Gifted Class) COGAT テスト（ギフテッドクラス） 

9/7 (Wed) Health Seminar (Grade 3-5 only) ヘルスセミナー（３年～５年生対象） 

 

  

ANNOUNCEMENT 

REMINDER -- SCHOOL LUNCH UPDATE 
Thank you for your patience on the new school lunch services.  We have a couple of updates as follows: 

• If you have any issues with Sign-In or ordering your child’s lunch, please call School Nutrition Services of 
Georgia directly at 404-300-9898 between 9:30 am to 3 pm, Monday through Friday. 

• The ordering time on the website has changed. Please order lunch 72hrs ahead of time, before 3pm.  

• If you forget to pack your child’s lunch, please call the school office by 10am (Ph: 770-604-0007). 

• Please click here on How-To create your account/place an order with School Nutrition Services of Georgia. 

• Free & Reduced Lunch Program Status:  We are still in the process of reviewing the applications.  If you are 
approved, we will send you a confirmation letter.  Until you receive the approval letter, please pack your child’s 
lunch or order lunch through school lunch program. 

新しいスクール・ランチ・プログラムにつきまして、ご理解いただきありがとうございます。いくつかの 

アップデートを以下お送りさせていただきます。 

• スクールランチのオーダーするアカウントのサインインもしくはオーダーするにあたり不具合が生じる

場合、スクール・ニュートリション・サービス・オブ・ジョージアへ直接ご連絡ください。電話番号：

404-300-9898（午前9時半～午後３時、月～金） 

• ウェブでのオーダーの締め切り時間が変更になりました。ランチのオーダーは、72時間前の午後３時ま

でのオーダーしてください。 

• お子さまのランチをお忘れになった場合、オフィスへ午前１０時までにご連絡ください。電話番号：

770-604-0007 

• オーダーのアカウントの作り方やオーダー方法に関する情報は、こちらをご参照ください。 

• 無償・定額ランチ・プログラム：プログラムに承認されたファミリーへはコンファメーション・レター

をお送りします。レターが届くまで、ランチを持たせるか、ランチ・カンパニーを通してオーダーして 

ください。 
 

 

NAMES ON CHILDREN’S BELONGINGS 
To easily identify the lost & found items, please make sure to write your child’s name on their belongings such as 
sweater, cardigans, jackets, water bottles, lunch bags, etc. 
遺失物につきまして、持ち主の名前がわかるように、セーター、カーディガン、ジャケット、水筒、 

ランチバッグなどの持ち物には、必ずお子さまの名前を明記してください。 

https://docs.google.com/document/d/1VAVsVxAss4cYK73w6qyy8-pNA_c1G1iZnpSBz7vCcg0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VAVsVxAss4cYK73w6qyy8-pNA_c1G1iZnpSBz7vCcg0/edit?usp=sharing
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ANNOUNCEMENT 

 

REMINDER -- LATE ARRIVAL CHECK-IN & EARLY PICK-UP CHECK-OUT PROCESS 
As a reminder, the classes start at 8:10am.  If your child arrives at or after 8:10am, please bring your child to the main 
office to check in.  Same procedure for the early check-out for doctor’s appointment, etc.  Please come to the office to 
check out your child. 

• For the check-in and check-out, you will need your child’s student ID number which is not your carpool 
number.  If you have access to your Campus Parent Portal, you will be able to see your child’s student ID number 
in the portal. 

• Check-in and Check-out process uses Infinite Campus.  If they do not complete the check-in or check-out process, 
your child will be marked as absent.  Please make sure to complete the process to the end. 

• If your child is late or absent, please send an email to the office (info@internationalcharteracademy.org) or your 
child’s teacher.  No phone calls please. 

リマインダーですが、授業は午前 8 時 10 分から始まります。午前 8 時 10 分以降に登校する場合、お子さまと 

一緒にオフィスへお越しください。同様に、ドクター・アポイントメントなどのため、早退が必要な場合、  

お子さまをチェックアウトするにあたり、オフィスへお越しください。 

• 遅刻や早退の場合、オフィスにて保護者さまにチェックインをしていただきますが、その際に、 

お子さまのスチューデント ID 番号（カープール番号とは異なる番号）が必要となります。キャンパス・

ペアレント・ポータルにアクセスがある場合、ポータル内にてお子さまのスチューデント ID 番号を確認

していただけます。 

• 遅刻時のチェックイン及び早退時のチェックアウトには、インフィネート・キャンパスを使用して 

おります。チェックインそしてチェックアウトを完全に終えないとお子さまの出欠には欠席マークが 

つきますので、最後まで完全に終わることをご確認ください。 

• お子さまが遅刻もしくは欠席の場合、電話ではなく、オフィス（info@internationalcharteracademy.org） 

もしくはお子さまの担任の先生へメールしてください。 

AFTER SCHOOL CARE ON WAITLIST 
We have had overwhelming interests in our After School Care.  For your information, it has met our maximum capacity 
and currently there is a waitlist.   
アフター・スクール・ケアにつきまして、たくさんのお問い合わせをありがとうございました。既に、定員に 

達したため、現在ウエイティング・リストの状態であることをお知らせいたします。 

JAPANESE MATH 
Japanese Math and Advance Japanese Math Classes will begin after Labor Day. 
All students will be in the Japanese Math classes. Advance Japanese Math Classes will be taught for qualified 
students only. Parents will be notified if your child is qualified for the Advance Japanese Math. 

 
レイバー・デーの休日後に、日本語の算数のクラスと上級レベル算数のクラスが始まります。 

日本語の算数のクラスは、全校児童が対象です。上級レベル算数の授業は、受講資格がある児童を対象に日本語で行

われます。受講資格は、受講できる児童の保護者にお知らせが通達されます。 

 

mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
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UPCOMING EVENT – CANNED FOOD DRIVE & JEANS DAY 

THE SECOND JAPANESE INTERN IS HERE! 
Ms. Hinako Goto has arrived in Georgia, and she started her internship from today August 22, 2022.  Please give her a 
warm welcome when you see her on our campus!  

We are still looking for a host family for the winter season. If you are interested, please send us an email to 
japanese@internationalcharteracademy.org 

 
後藤ひなこ先生が日本から到着し、本日（2022年8月22日）からインターンシップを開始しました。キャンパスで

お見掛けになりましたら、ぜひお声がけしてください！ 

冬季のホストファミリーを受付中です。ご興味のある方は、Eメール

（japanese@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ANNOUNCEMENT - CONTINUED 
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