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Dear ICAGeorgia Parents and Guardians: 
 
Welcome back to the 2022-2023 school year. I hope you and your family have found some special time to enjoy the 
summer. It is my pleasure to welcome our new families to our wonderful community.  As we look to our mission this 
school year, I encourage peace as we work to build positive relationships that support academic success and social growth. 
I am excited to get to know our students and form positive supportive relationships with them. We have an amazing staff 
that is guided on the principle of doing what is best for all students. It is my hope that our learning community will embrace 
our core values and be an example for our students.  
 
To stay informed please read our weekly Parent Bulletin every Monday. It will offer valuable information regarding the 
school day and other important information. 
 
I look forward to working with you and helping each student at ICAGeorgia meet his or her learning goals and have a 
successful school year! 
 
Educationally, 
 
Mrs. Tucker-Jones 
Principal 
 

ICA ジョージアの保護者さまへ 
 

夏休みはご家族一緒に楽しくお過ごしできましたでしょうか。いよいよ、 ICA ジョージアの新しい学年度

（2022-2023 年度）が始まりました。新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。みなさまを私共の 

素晴らしいコミュニティーにお迎えできたこと、うれしく思います。今学年度が始まるにあたり、当校の 

ミッションにもありますように、平和をモットーに学業面での成功と社会的成長を支える前向きな関係を共に 

築いていきたいと願っております。私自身、生徒たちのことを知り、理解しながら、前向きで協力的な関係を 

作っていくことを楽しみにしています。当校には、全ての児童にとりベストなことを考え、指導をする 

素晴らしいスタッフが揃っています。そして私どもの学習コミュニティーには、コア・バリュー 

（基本的価値観）を受け入れていただき、児童たちの模範となるコミュニティーであることを願います。 
 

当校の重要なお知らせやアップデートは、毎週月曜日に発行するこの保護者ニュースレターをご確認 

ください。毎日の学校に関するお知らせや、その他、重要なお知らせが含まれています。 
 

ICA ジョージア 1 人 1 人の児童がそれぞれの学習目標を達成し、充実した学校生活が過ごせるよう、みなさま

と一緒にすばらしい一年を過ごせることを楽しみにしております！ 
 

どうぞよろしくお願いいたします。 
 

フェリーシア・タッカー＝ジョーンズ 

ICA ジョージア校長 
 
 

PRINCIPAL’S WELCOME MESSAGE 
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UPCOMING EVENTS (August) 
8/8-8/12 WIDA Assessment for ESOL  

Japanese/Advanced Math Assessment 

WIDA アセスメント（ESOL） 

日本語/算数アドバンス・クラス・アセスメント 

8/15-8/19 Spirit Week (Details on page 4) スピリット・ウィーク（詳細は 4 ページ目を参照） 

8/17 (Wed) Mock Writing (details coming soon) モック・ライティング（詳細は後日発表） 

8/19 (Fri) Pep Rally (Details on page 4) ペップ・ラリー（詳細は 4 ページ目を参照） 

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 

8/23 (Tue) Jeans Day & Canned Goods Food Drive 
(details coming soon) 

ジーンズ・デー＆フードドライブ 

（詳細は後日発表） 

 

• GKIDS Assessment Letters will go home this week which is specific for Kindergarten. 
今週、GKIDS アセスメントに関するレターを幼稚部の保護者さまへ配布いたします。 

• Georgia Milestones Student reports for grades 4 and 5 will go home on Friday. Please check your child’s folders.    
ジョージア・マイルストーン・アセスメントにつきまして、昨年度のアセスメントに関するレポートを 

4 年生及び 5 年生に今週金曜日に配布いたします。お子さまのバックパックのフォルダーをご確認ください。  

  

ANNOUNCEMENT 

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

• Their app has been fixed, and now you should be able to start ordering.  Please click here on How-To create 
your account/place an order. 

• If you still have trouble ordering lunches via app, please send us an email 
(info@internationalcharteracademy.org) by 8am.  We will contact the lunch company and will make sure that 
your child will receive a lunch. 

• 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。 

• アプリの不具合が解消され、オーダーができるようになりました。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。 

• ア プ リ を 通 し て ま だ オ ー ダ ー が で き な い 方 は 、 朝 8 時 ま で に オ フ ィ ス へ E メ ー ル

（ info@internationalcharteracademy.org）してください。当校からランチ・カンパニーに連絡をとり、 

お子さまのランチをオーダーいたします。 

• 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。 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1VAVsVxAss4cYK73w6qyy8-pNA_c1G1iZnpSBz7vCcg0/edit?usp=sharing
mailto:info@internationalcharteracademy.org
https://docs.google.com/document/d/1VAVsVxAss4cYK73w6qyy8-pNA_c1G1iZnpSBz7vCcg0/edit?usp=sharing
mailto:info@internationalcharteracademy.org
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JAPANESE INTERNS ARE COMING! 
Ms. Maki Shinzato will start on August 14, 2022, and Ms. Hinako Goto will start on August 22, 2022. Please welcome 
them as you see them on our campus! Ms. Shinzato will assist the 1st-grade Japanese class. Ms. Goto will assist 2nd-
grade Japanese class. We are still looking for a host family in the winter season. If you are interested, please send us 
an email to japanese@internationalcharteracademy.org  

 
新里まき先生は2022年8月14日から、そして後藤ひなこ先生は2022年8月22日からスタートします。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！新里先生は1年生の日本語クラス、後藤先生は2年生の日本

語クラスをサポートします。また、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 
 

DISMISSAL UPDATE 
• DISMISSAL TIME 

Starting immediately, all grades are dismissed during 
the regular dismissal time.  The following procedures 
remain the same. 
▪ 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 

Mondays-Thurdays 2:45pm to 3:15pm 

Fridays 2pm to 2:30pm 

Early Dismissal Days 
(Please check the school 
calendar for the early 
dismissal days) 

12:15pm to 12:45pm 

 
 
 

 

下校お迎え時に関するアップデート 

• 下校時間について 

全学年、通常の下校時間は、以下の通りになり 

ます。 

▪ 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・アポイントメントなどのため、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 

月～木 2:45pm to 3:15pm 

金 2:00pm to 2:30pm 

早下校日（日にちは、

スクールカレンダーを

ご確認ください。 

12:15pm to 12:45pm 

 

 

ITEMS FOR PE CLASS 
Some students have PE class everyday.  Pease send a jump rope, a water bottle and a hat with your child. 
毎日、体育の授業があります。お子さまに縄跳び、水筒、そして帽子を持たせてください。 

mailto:japanese@internationalcharteracademy.org
mailto:japanese@internationalcharteracademy.org
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAG-School-Calendar-22-23_Public_approved.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAG-School-Calendar-22-23_Public_approved.pdf
http://www.internationalcharteracademy.org/wp-content/uploads/2022/07/ICAG-School-Calendar-22-23_Public_approved.pdf
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ANNOUNCEMENT – SPIRIT WEEK! 
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 ANNOUNCEMENT 
 GEORGIA MILESTONES ASSESSMENT PUBLIC RELEASE SUMMARY 

ICAGeorgia Parents, 
Please see the last school year’s Georgia Milestones assessment released information below. The data informs how our 
students performed compared to the students who took the same assessment in the state of Georgia. Data informs us 
that in the content areas of ELA and Math, our students have performed better than their peers in the same grade level 
across the state. As a dual immersion model, we are carefully implementing best practices to ensure our students will 
always succeed.  
When there are less than 15 students, data will not be reported to the community because students will be easily 
identified.  Our 5th grade students fall within this category. We can only provide the information to each student's 
individual parent. 
 
ICA ジョージア・保護者さまへ 

昨年度のジョージア・マイルストーン・アセスメントに関するインフォメーションを以下お送りさせていただき

ます。このデータは、ジョージア州で同じアセスメントを受けた児童と比較し、当校の児童がどのような成績を

修めたかを示すものです。データによりますと、英語と算数の分野では、当校の児童は州内の同学年の児童より

も良い成績を修めました。デュアル・イマージョン教育モデルを実施しながら、当校の児童が常に学業で 

成功するよう、ベスト・プラクティスを慎重に実践しています。 

クラスの生徒数が15人未満の場合、児童を容易に特定できるため、データはコミュニティーへ公開されません。

当校の 5 年生はこのカテゴリーに適用されます。代わりに、各児童の保護者さまへ情報が提供されます。 

 

 
 


