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UPCOMING EVENTS (OCTOBER-NOVEMBER) 
November Hunger & Homeless Awareness Month 

(Details on pages 2-3) 
ハングリー＆ホームレス支援月間 

（詳細は 2～3 ページ参照） 

11/16 (Wed) Fall School Picture Re-take Day 秋季スクールピクチャー取り直し日 

11/18 (Fri) Reading Buddy & Pajama Day リーディング・バディー＆パジャマデー 

11/21-11/25 Thanksgiving Holiday (No School) サンクスギビング・ホリデー（休校） 

11/29 (Tue) GivingTuesday Fundraiser ギビング・チューズデー・ファンドレイザー 

12/1 (Thu)  
At 2:45pm 

Family Engagement Event: Japanese 
(RSVP required, click here to RSVP) 

ファミリー・エンゲージメント・イベント：日本語 

(事前予約要、こちらからご予約ください) 

12/8 (Thu) 
At 6pm 

ICAGeorgia Winter Concert & Student 
Art Fundraising Event 2022 
(Student Art Fundraiser from 5:15pm to 6pm.) 

ICA ジョージア・ウィンターコンサート＆児童ア

ート作品ファンドレイジング・イベント 2022 
（児童アート作品ファンドレイジングは、 

午後 5 時 15 分～午後 6 時開催） 

Coming in 
January 2023 

Advanced Math Assessment アドバンス算数・アセスメント 

 

  

ANNOUNCEMENT 

THANK YOU FOR YOUR DONATION! – SERVICE LEARNING PROJECT “PAJAMA DRIVE” 
During the week of 11/1-11/11, International Charter Academy of Georgia collected a total of 75 pajamas (sizes infant to 
teenage) for the non-profit organization “jambos”!  Today, Ms. Rebekah Black, the Founder & CEO of the “jambos” 
organization came to our school to collect the donated pajamas.  Thank you very much to all the families and staff for 
participating in this service-learning project and for your donations! 
11 月 1 日～11 月 11 日の週、ジョージア・チャーター学院は 75 着のパジャマ（新生児～ティネージャー・ 

サイズ）を非営利団体“ jambos”への寄付を集めることができました！本日、”jambos”から創設者及び 

代表取締役のレベッカ・ブラック氏が当校へお越しになり、パジャマの寄付をお渡ししました。このサービス・ 

ラーニング・プロジェクトにご参加いただいた全てのファミリーそして教職員のみなさま、寄付をありがとう 

ございました！ 

 
 

LOST & FOUND 
Is your child missing a sweater/jacket/water bottle?  We have a pile of Lost & Found items at the office.  Please 
come and claim your item as soon as possible.  If these are not claimed by 12/14, they will be donated to a 
local charity. 
お子さまのセーターやジャケットや水筒など学校に忘れていませんか？オフィスにたくさんの忘れ物が届いて 
います。お早めにオフィスへお越しいただき、ご確認ください。12月14日までにクレームのなかったものに 
つきましては、チャリティーに寄付させていただきます。 

https://forms.gle/ej2u1iLiNXg4i38x5
https://forms.gle/ej2u1iLiNXg4i38x5
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ANNOUCEMENT 

FALL SCHOOL PICTURE – RETAKE DAY ON 11/16 
Does your child need to do a re-take of Fall School Picture?  Or was your child absent on the Fall School Picture 
Day?  Retake Day is coming up this Wednesday (11/16).   

• If your child needs a re-take and have not informed our office yet, please contact our office by email 
(info@internationalcharteracademy.org) ASAP. 

• On the Retake day, please send the picture proof packet with your child so that it will be returned to the 
photographer. 

• As a reminder, Fall School Picture is a school uniform.  Student should wear school uniforms for Fall School 
Picture. 

秋季スクールピクチャーの取り直しが必要ですか？または、スクールピクチャーデー当日、お休みでしたか？ 
取り直し日が今週水曜日（11/16）に迫ってきています。 

• 取り直しが必要な方で、まだオフィスへご連絡いただいていない方は、当校オフィスへEメール
(info@internationalcharteracademy.org)にて至急お知らせください。 

• 取り直し日当日、サンプル写真が入った封筒をお子さまに持たせてください。サンプル写真は 
フォトグラファーへ返却が必要です。 

• リマインダーですが、秋季スクールピクチャーの服装は制服です。 

READING BUDDY DAY AND PAJAMA DAY! – FRIDAY 11/18 
All students will enjoy an enriching reading experience bilingually. Students are allowed to be out of uniform and wear 
pajamas to school THIS FRIDAY (11/18). A big thank you to ICAGeorgia Parents for donating and treating our awesome 
students with donuts, muffins, and juice as they read with their peers! 

全ての児童がバイリンガルで豊かな読書体験を楽しめるイベントを企画しました。当日は、制服ではなく、 

パジャマで登校してください。イベントでは、児童たちは学年を超えた仲間と一緒に読書をする素晴らしい 

時間を過ごします。当日、児童たちにはドーナッツ、マフィン、ジュースのおもてなしがあります！スナック

をご寄付してくださった ICA ジョージアの保護者さまたちに感謝いたします！ 
 

FAMILY ENGAGEMENT EVENT “JAPANESE” ON 12/1 AT 2:45PM 
Please join our Japanese teachers for the Family Engagement Event “Japanese” on December 1st at 2:45pm!  All Japanese 
Learners in grades K-5 and parents are invited.  RSVP is required.  Please click here to RSVP. We look forward to meeting 
many families! 

12 月 1 日の午後 2 時 45 分より、日本語教員たちによる日本語のファミリー・エンゲージメント・イベントを 

開催いたします。日本語を学んでいる全学年の児童そしてファミリーが対象となるイベントです。事前予約が

必要ですので、こちらからご予約ください。たくさんのファミリーにお会いできるのを楽しみにして 

おります！ 
 

ICAGEORGIA ASSESSMENT CALENDAR SY2022-2023 
Parents, please click the link blow for the assessments that ICAGeorgia will administer this school year.  

保護者のみなさまへ、今学年度に行うアセスメントのカレンダーは以下リンクからご確認ください。 
 

Link to: ICAGeorgia Assessments Calendar SY 2022-2023 
 

mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
https://forms.gle/XXbeAq6YMw94uMdT7
https://forms.gle/XXbeAq6YMw94uMdT7
https://docs.google.com/document/d/1UFH3pTMWgGZrLNUJ0F9G6fLXoiG7quEblRC9Lw-bnHQ/edit?usp=sharing
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ANNOUCEMENT 

ICAGEROGIA WINTER CONCERT 2022 & STUDENT ART FUNDRAISER EVENT!  
December 8, 2022 

ICAGeorgia will host a Winter Concert & Student Art Fundraiser Event on Thursday, December 8 at 6:00pm.  This year, the 
concert will take place at Unity Atlanta Church (3597 Parkway Ln, Peachtree Corners, GA 30092).  Before the concert, the 
Student Art Fundraiser will take place from 5:15pm to 6pm, so please come early and bring cash or check!   

• This is a ticketed event.  Each guest must have a ticket.  ICAGeorgia students do not need tickets.  During the week 
of 11/28, our students will bring home 2 tickets (per family).   

• If your family needs more than 2 tickets, please contact the office via email 
(info@internationalcharteracademy.org)  

• Although tickets are complementary, a suggested donation of $5 or more is appreciated to support our school and 
children.  Donations can be accepted via QR code below or Cash/Check (Payable to ICAGeorgia) at the office. 

• Performing ICAGeorgia Students must be at the venue at 5:30pm. 
 

12 月 8 日（木）午後 6 時より、ICA ジョージア主催『ウィンターコンサート＆児童アート作品ファンドレイザ

ー』を開催いたします。今年度の会場は、ユニティー・アトランタ・チャーチ（住所：3597 Parkway Ln, Peachtree 

Corners, GA 30092）です。コンサート開始前には、児童のアート作品ファンドレイザーを午後 5 時 15 分から午後

6 時まで開催いたしますので、お早めにお越しください！ファンドレイザーのお支払いは、現金もしくは小切手

にてお願いいたします。   

• このイベントはチケット制です。各ゲストはチケットが必要です。ICA ジョージアの児童はチケット不要

です。11 月 28 日の週、児童のバックパックへチケットを 2 枚（1 ファミリーにつき 2 枚）配布いたし 

ます。 

• もし 2 枚以上のチケットが必要なファミリーは、オフィスへ E メール

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

• チケットは無料ですが、ICA ジョージア及び児童をご支援いただきたく、5 ドル以上のご寄付をお願いし

ております。ご寄付は、以下 QR コード、もしくは当校オフィスにて現金もしくは小切手（宛先：

ICAGeorgia）にて受け付けております。 

• コンサートに出演する児童は、会場に午後 5 時半までに集合してください。 
 

  

Donation Accepted Here! 
↓ 

https://drive.google.com/file/d/1_WANo4_QAuvCstdrL3eH5FF195iRd3mb/view?usp=share_link
mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
https://drive.google.com/file/d/1_WANo4_QAuvCstdrL3eH5FF195iRd3mb/view?usp=share_link
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November 14th, 2022 
 
Dear ICAGeorgia Families and Community:  
  
On behalf of the Board of Directors, Omedetoo gozaimasu—Congratulations on the start of a historic and record year for 
ICAGeorgia! ICAGeorgia has achieved new high levels of growth, academic achievement, and financial stability:  
 
Growth:  

1. After 4 years in operation (including 2 “pandemic” years), we have a record number of nearly 200 students enrolled at 
ICAGeorgia.  

2. With 50+ kindergarten students next school year, we will be on target for 250 students—300 students is our 5-year goal 
as set forth in our Charter Contract. 

3. With this level of growth and performance, in connection with our upcoming SCSC Charter Contract Renewal (2024), 
ICAGeorgia is looking forward to adding middle school grade 6 for the 2024-2025 school year -- how exciting is that?  

 
Academic:   
ICAGeorgia is one of the highest population percentages of ESL students (37%) in the State of Georgia.  As being a Japanese-
English Dual Immersion School, our school is a testament to how much the Japanese language and culture are treasured around 
the world. We celebrate ICAGeorgia’ s diversity with a record number of Asian students and students who have family ties to 
more than 25 different countries around the world. Some of our significant accomplishment includes: 
 

1. Awarded Accreditation through COGNIA (Official organization that sets the standards for education excellence) 
2. Highest teacher retention over the past four years--and one of the most talented group of leaders and teachers   
3. Established new and robust Afterschool Care Program  
4. Acquisition of high-quality Japanese and English Academic material/ curriculum 
5. Reached Japanese language acquisition goals, which are aligned with our Charter Contract 
6. Continuous Professional Learning - building teacher capacity to increase student academic performance 
7. Organized global cultural activities, including rice pounding festival (Mochitsuki), Japanese calligraphy, Hispanic Week, 

Black History Month, and Cultures Around the World 
 
ICAGeorgia Community Activity and Service 

1. Super PTO (and all our families) offering support to our teachers and students in so many ways. The recent PTO-
organized Event was a wonderful way to bring our community (and local community supporters) together!  It was a 
great fundraiser event as well. 

2. Our ICAGeorgia students and families are working together on two community service-learning projects each school 
year--our student leadership team has classes on leadership and the importance of giving. 

Recognition as the best Japanese-English singing students in the State—ICAGeorgia students earned high praise for their 

performance at the recent Peace Bell Tower dedication at The Carter Center (watch their performance here)! We are now 

looking forward to seeing you all at our annual Winter Concert on December 8, 2022. Our new Consul General of Japan in 

Atlanta Mr. Mio Maeda will be an honored guest! 

 

 

 

LETTER FROM THE BOARD 

https://youtu.be/mRDb665XDps
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Financial:  
It is critical for ICAGeorgia to maintain a solid and stable financial position.  We make efforts to maintain a strong financial 
position where we can be flexible and handle unforeseen challenges such as the pandemic and any economic downturns.  
ICAGeorgia receives three types of revenue: state funds, federal funds, and donations.  State funds are based on student 
enrollment FTE (Full Time Equivalent) and teachers’ experience. Federal funds are allocated and used for Title I, II, IV, and Special 
Education services. Donations come from parents and the community--donations can be in the form cash or physical donations 
such as books, computers, chairs, etc.   
ICAGeorgia must provide a safe environment that fosters student academics. We continuously make efforts to maintain and 
improve our facilities. Over the past four years, the Georgia Charter School Facilities Grant money has greatly assisted in these 
efforts: 
 
Year 1. Walkway cover between buildings 
Year 2. Major repairs throughout the buildings such as roof leaks, HVAC issues, and Lighting Fixtures 
Year 3. Drainage repair and replacement of three HCAV units 
Year 4. Installation of four bathrooms in Building Two on the first floor. We are fortunate that Georgia lawmakers approved an 

additional $3 million in funding for charter school facilities in the state’s FY23 budget. ICAGeorgia received $80,429, 
which helps offset significant facility costs that we incur since we lack access to local ESPLOST (property tax) dollars. 

 
2022-23 Fundraising Goal: $75,000 
It is important to note that QBE (Quality Basic Earnings) from the state, Charter School Grant Program, and Federal grants 
support only basic student academic requirements. With ICAGeorgia Families and Community donations, we are able to offer 
unique Japanese-English Program instructional materials and a tailored high-quality education that serves our students and 
community. Thank you for your support last year--donations received in FY 22 almost $50,000.  This year we have a target of 
$75,000.  Watch for more details regarding our annual GAGives Campaign kickoff on November 29, 2022! 
We are committed to raise $75,000 to cover the cost of the best instructional materials we can provide. With much thanks to 
some of our ICAGeorgia families and individual members of the Board, we have already raised more than $5,000 toward our 
$75,000 goal. And thanks in advance to our PTO for additional funds already raised!  We are tracking our progress—see our 
“fundraising thermometer” at:  
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/If you, your family members, or your employer would be willing to 
sign up for an automatic monthly donation of only $50 per month, and each family or employer takes part, we would soon 
reach our fundraising goal in no time! Or, for all who can afford to do so, we would like to suggest a 2022 tax-deductible 
donation of $500 or more. Donate via automatic monthly payments or 2022 lump sum tax-deductible donation of any amount 
that your family can afford here at Georgia Gives.  
 
We encourage all families and their extended networks to enthusiastically participate in raising funds for ICAGeorgia whenever 
possible. There are many ways you can help--click here for more ideas on ways to donate.  
 
The ICAGeorgia Board again wants to take this opportunity to thank you--each and every one of you--for all you do for our 
ICAGeorgia community. Ishoni Ganbarimasho!  
Wishing us all blessings for the New Year! 
Sincerely,  
 
 
Robert N. Johnson, Board Chair  
On behalf of ICAGeorgia’ s Board of Directors 
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-members/  
 

 

 

https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://www.gagives.org/donate/Icageorgia
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-members/
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2022 年 11 月 14 日 

 

ICA ジョージア・ファミリー並びにコミュニティーのみなさまへ 

 

ICA ジョージア理事会を代表し、記録的な素晴らしい新学年度がスタートできたことに感謝いたします。ICA ジョージアは、学校の発

展、学力向上、そして財務の安定性に力をそそぎ、たくさんの目標を達成することができました。 

 

学校の発展： 

1. 開校 4 年目（“パンデミック年”2 年含む）で、ICA ジョージアには過去最多の 200 名近い児童が在籍しています。 

2. 来学年度、50 名以上の新しい幼稚園児を迎えることにより、全校生 250 名となり、チャーター契約で定められた 

5 年計画の目標である児童数 300 名に近づくこととなります。 

3. このような成長と実績を背景に、そして 2024 年迫るジョージア州チャーター・スクール委員会（ SCSC ）との 

チャーター契約更新に伴い、2024-2025 学年度に中学部 6 年生クラスを新たに追加することを計画しております。 

 

学業について： 

ICA ジョージアは、ジョージア州の中でも ESOL 児童の人口比率が高い（37％）学校の一校であります。英語と日本語のデュアル・ラン

ゲ ー ジ ・ イ マ ー ジ ョ ン を 提 供 す る 当 校 は 、 世 界 で 大 切 に さ れ て い る 日 本 語 と 日 本 の 文 化 を 子 供 た ち に 

教育す る場を 提供 するこ とがで き、ま た、 世界 25 カ国以 上の つなが りを 持つ児 童が在 籍する ICA ジョー ジアは 

グ ロ ー バ ル な 環 境 で 教 育 を 受 け ら れ る 学 校 で あ り ま す 。 今 学 年 度 、 既 に 当 校 が 達 成 し た 事 項 を い く つ か ご 紹 介 

いたします。 

 

1. 教育の卓越基準を設定する公的機関『COGNIA』から正式に『COGNIA』学校認定を授与。 

2. 過去 4 年間で最も安定した教員人材定着率を維持。現在のリーダーチーム及び教員は、とても優秀です。 

3. 充実したアフタースクール・ケア・プログラムを新設。 

4. 質の高い日本語と英語の教材・カリキュラムを獲得。 

5. チャーター契約に沿った日本語の習得目標を達成。 

6. 児童の学力を向上させるための継続的な教員研修プログラムの実施。 

7. 餅つき大会、かきぞめ大会、ヒスパニック文化週間、ブラック・ヒストリー月間、世界の文化祭など、グローバルな文化活動を提

供。 

 

ICA ジョージア・コミュニティーによる活動及びサービス 

1. 当校のすばらしい“スーパー”PTO（及び全ファミリーのみなさま）は、様々な方法で教員と児童たちをサポートしています。先

日 行 わ れ た PTO 主 催 の イ ベ ン ト は 、 私 た ち の コ ミ ュ ニ テ ィ ー そ し て 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ ー の 

サ ポ ー タ ー の み な さ ま を 結 び つ け る 良 い 機 会 と な り ま し た 。 ま た 、 フ ァ ン ド レ イ ザ ー と し て も 

素晴らしいイベントでした。 

2. ICA ジ ョ ー ジ ア ・ フ ァ ミ リ ー は 、 毎 年 、 2 つ の サ ー ビ ス ・ ラ ー ニ ン グ ・ プ ロ ジ ェ ク ト に 取 り 組 ん で い ま す 。 

また、児童のリーダーシップ・チームは、リーダーシップと地域貢献活動の重要性に関するレッスンを受けて 

います。 

3. ジミー・カーター・センターに新設された『平和の鐘』の完成式典にて、当校からの代表児童たちが歌を披露し、たくさんの高い

評 価 を 得 ま し た ！ 式 典 で の ビ デ オ を ま だ ご 覧 に な っ て い な い 方 は 、 ぜ ひ こ ち ら の 動 画 を 

ご覧ください。そして、2022 年 12 月 8 日に開催する毎年恒例のウィンターコンサートには、新しく就任なさった 

在アトランタ日本国総領事前田総領事をお迎えすることになります。皆様にお会いできるのを今から楽しみにしております。   

 

財務について： 

ICA ジョージアにとって、堅実で安定した財務状況を維持することは非常に重要です。  私どもは、パンデミックや 

景気後退などの不測の事態に柔軟に対応できるよう、強固な財務体質を維持するよう努めております。 

 

ICA ジョージアは、州政府からの資金、連邦政府からの資金、そして寄付金の 3 種類の収入を得ています。州政府からの資金は、児童

の 在 籍 数 や 学 校 が 提 供 し て い る 学 業 プ ロ グ ラ ム な ど を 中 心 と し た デ ー タ （ FTE 、 Full Time Equivalent ） 、 

そ し て 教 員 の 経 験 年 数 の デ ー タ に 基 づ い て 算 出 さ れ ま す 。 連 邦 資 金 は 、 タ イ ト ル I 、 II 、 IV 、 及 び ス ペ シ ャ ル ・ 

エジュケーションに割り当てられ、使用されます。保護者及びコミュニティーから寄せられた寄付は、現金のほか、 

本やコンピューター、椅子など、物理的な寄付もあります。 

 

https://youtu.be/mRDb665XDps
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ICA ジョージアは、児童の学問を育むために安全な環境を提供しなければなりません。私どもは、設備の維持・改善にも継続的に取り

組んでいます。過去 4 年間、ジョージア州チャーター・スクール施設助成金を受領し、当校の設備維持・改善に、大きく役立ちまし

た。 

 

1 年目：2 校舎をつなぐキャノピー（天蓋ひさし）の設置 

2 年目：屋根の雨漏り、空調、天井電気の LED への変換などを含む、両校舎の大規模な修理 

3 年目：外部排水修理及び空調機 3 台の入れ替え 

4 年目：第二校舎 1 階のお手洗い（4 つ）の設置工事。幸いなことに、ジョージア州議会は、 

2023 年度の州予算でチャーター・スクールへ 300 万ドルの追加施設資金を承認しました。 

ICA ジョージアは 80,429 ドルを受領し、地元の ESPLOST（固定資産税）を受け取れないがために 

発生する多額の施設費用をこの追加施設資金にて補填することができます。 

 

2022-2023 学年度・ファンドレイジング目標額：$75,000 

州 か ら の QBE （ Quality Basic Earnings ） 、 チ ャ ー タ ー ・ ス ク ー ル 助 成 金 プ ロ グ ラ ム 、 連 邦 政 府 の 助 成 金 は 、 

義務教育として最低限必要な教育のために至急される教育運営費です。ICA ジョージア・ファミリー及びコミュニティーから寄せられ

る寄付金により、独自の日本語と英語の教材を購入することができ、質の高い教育を提供し、地域社会に貢献できる児童を育てており

ま す 。 昨 年 は た く さ ん の ご 支 援 を い た だ き 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 お か げ さ ま で 、 

昨 年 度 は 50,000 ド ル 弱 の 寄 付 金 が 集 ま り ま し た 。 そ し て 、 今 年 度 の 目 標 額 は 75,000 ド ル で す 。 詳 細 は 、 

2022 年 11 月 29 日にキックオフを行う毎年恒例のジョージア・ギブズ・キャンペーン（ GA Gives ）にてお知らせ 

いたします。 

 

75,000 ドルの目標額には、最良の教材を提供するための費用が含まれております。ICA ジョージア・ファミリーや理事会メンバーより、

既 に 5,000 ド ル 以 上 集 ま り ま し た 。 そ し て 、 PTO か ら も 既 に 集 め て い る 資 金 を 寄 付 し て い た だ け る 旨 、 

感謝いたします。寄付金の集計状況は、当校ホームページ（https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/）にあるツール

にて随時更新しております。また、自動振り込みも受けつけております。各ファミリー、または企業さまを通じて毎月 50 ドルの寄付
をしていただけましたら、目標額はすぐに達成できるでしょう。また、可能な方は、2022 年度末課税控除対象の寄付として 500 ドル

以上の寄付をご提案させていただきたいと思います。毎月の自動引き落とし、または一括払いでの 2022 年度末課税控除対象寄付は、

こ ち ら の ジ ョ ー ジ ア ・ ギ ブ ズ （ リ ン ク ） か ら ご 寄 付 を お 願 い 

いたします。 

 

たくさんのファミリーとお知り合いのネットワークが協力し、クリエイティブなアイデアで ICA ジョージアのために 

募金活動を実施してください。募金活動のアイデアは、こちらをご参考ください。 

 

ICA ジョージア理事会は、この場をお借りして、 ICA ジョージア・コミュニティのために活動してくださっている 

みなさまお一人お一人に、改めて感謝の意を表します。イッショニ、ガンバリマショウ! 

 

来年も良い年になりますように！ 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

 
ロバート・N・ジョンソン 

理事長 

ICA ジョージア理事代表 

https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-members/  

 

 

  

 

https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://www.internationalcharteracademy.org/fundraising/
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-members/
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ANNOUCEMENT 

STAY HEALTHY, ICAGEORGIA! 
Georgia is experiencing an early influenza season.  Many local pediatric hospitals and ERs are reaching record high 
number of pediatric patients.  Before the holiday and the influenza seasons begin, we would like to share some strategies 
to stay healthy this winter.  Please watch the public announcement videos with your children and family so that 
everyone can stay healthy! 
ジョージア州では、通常よりも早くインフルエンザが流行しております。地元のこども病院や緊急病院では、小児患者

の数が過去最高を記録しています。ホリデー及びインフルエンザ流行シーズンが始まる前に、今冬にみなさまが健康で

いられるよう簡単な対策方法を以下ご紹介いたします。お子さまとご家族一緒にご覧ください！ 

     
Wash Your Hands (Click Here)      Happy Handwashing Song (Click Here) 

 
 

Sneezing & Coughing Safely (Click here)    Why Do We Get Sick (Click Here) 

   

https://youtu.be/qJG72sycQB8
https://youtu.be/kHPQrYthn6M
https://youtu.be/BV005Zx7Dp8
https://www.youtube.com/watch?v=IKpg9JEJrHI
https://youtu.be/qJG72sycQB8
https://youtu.be/kHPQrYthn6M
https://youtu.be/BV005Zx7Dp8
https://www.youtube.com/watch?v=IKpg9JEJrHI
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HUNGER & HOMELESS YOUTH AWARENESS MONTH ANNOUCEMENT 

THANKSGIVING-THEMED CANNED GOODS DRIVE WEEK 11/14-11/18/2022 
This Thanksgiving, please support our community by donating non-perishable Thanksgiving-themed food items such as canned 
vegetables, dried mashed potatoes, canned fruits etc.) to our newly opened Food Pantry!  During the week of 11/14-11/18, 
please bring your food donations to the office.  Also, if your family needs help for this Thanksgiving Holiday Season, please 
contact us via email info@internationalcharteracademy.org (subject: Food Pantry).  

今年のサンクスギビングに、コミュニティーをヘルプすべく、保存のきくサンクスギビングにちなんだ食べ物 

（野菜の缶詰、マッシュポテトの乾物、フルーツの缶詰など）を新しくオープンした当校フードパントリーへの

寄付のご協力をお願いいたします！11/14 から 11/18 の週に缶詰のご寄付をオフィスへお持ちください。また、 

サンクスギビング・ホリデー・シーズンに食べ物のヘルプが必要なファミリーは、オフィスへＥメール

（info@internationalcharteracademy.org）にてお知らせください（件名：Food Pantry）！ 
 

  English     日本語     Español 

 

ICAGEORGIA FOOD PANTRY & RESOURCE ROOM 
To kick off the National Hunger & Homeless Youth Awareness Month (November), ICAGeorgia “Food Pantry & Resource 
Room” is now open on our campus!  Everyone is welcome to visit this room.  If you are interested, please come and stop by 
the office! 

11 月は、米国ハングリー&青少年ホームレス支援月間です。この支援月間を機に、ICA ジョージア独自の「フード

パントリー＆リソースルーム」がオープンいたしました！この部屋は、みんながウェルカムです。ご覧になりた

い方、ご興味のあるかたは、いつでもオフィスへお越しください！ 
 

    English   日本語   Español 

 

mailto:info@internationalcharteracademy.org
mailto:info@internationalcharteracademy.org
https://drive.google.com/file/d/1_N1dZZJzpDnYM4NpM-mErLJkpUIuEbZz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KFfXxLUGtsuinYmanKuSIG0SXeG042iH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VIljSRzs30SSdCywMEy-E_12galZbXhk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ko4Uz3NgMTX0KWex08_qBe8UUEwcw5Pe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SOm9M424FlZacGSJ117hJHBoXWnAWmK7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HBaKMkZrautMQDyowzplt2P_LQGtJXU_/view?usp=share_link
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HUNGER& HOMELESS YOUTH AWARENESS – FUNDRAISER T-SHIRT SALE 
Hunger & Homeless Youth Awareness Month (November) is here!  As a part of community awareness and fundraiser, we have 
designed the “ICAGeorgia Help.Love.Peace T-shirt” featuring the artwork “Peace” by one of our own students, Cora!  All 
ICAGeorgia families including parents/guardians, grandparents, relatives, anyone supporting ICAGeorgia can purchase this T-
shirt.  A portion of sales will be donated to ICAGeorgia.  Get your T-shirt today! 

11 月は、ハングリー＆青少年ホームレス支援月間です！支援月間の一部として、ICA ジョージアの児童である 

コーラちゃんの作品「Peace」をモチーフに ICAGeorgia Help.Love.Peace デザインの T シャツを作り、 

コミュニティーのみなさんへこのプログラムを知っていただくことを目標に、そして募金活動の一環としてこの 

T シャツの販売をいたします。ICA ジョージアの保護者さまや祖父母の方々、ご親戚など、 ICA ジョージアの 

サポーターの方であればどなたでもご購入いただけます。売上の一部は、 ICA ジョージアへ寄付されます。 

ぜひご協力ください！ 

Link to ICAGeorgia Help.Love.Peace T-shirt 

 

HUNGER & HOMELESS YOUTH AWARENESS MONTH ANNOUCEMENT 

https://www.bonfire.com/icageorgia-fundraiser-amp-awareness/
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ANNOUCEMENT 

DONATIONS NEEDED - ICAGEORGIA’S HOLIDAY GOODIE BAGS AMAZON WISHLIST! 
Please help us for the holidays! Once again, ICAGeorgia would like to provide a holiday snack bag for all ICAGeorgia 
students in December. We want to create an opportunity for all students to taste Japanese and American snacks. Can 
you please help us by purchasing something from our Amazon list? It will be sent directly to the school. All donations 
should be received by November 18th.  Any questions - please email ICAG Dept of Education at department-of-
ed@internationalcharteracademy.org.  
ホリデーシーズンに向けて、ぜひご協力ください！昨年に続き、ICA ジョージアでは、12 月に全 ICA ジョージアの児

童へホリデー・スナックが詰まったお菓子バッグを提供したいと思います。全ての児童に、日本とアメリカのスナック

を試してもらえる良い機会であると考えております。そこで、アマゾンのウィッシュリストにいくつかのスナックを入

れてみましたので、ご寄付いただけますでしょうか？このウィッシュリストからオーダーすると、直接学校へデリバリ

ーされます。全てのご寄付は、11 月 18 日必着にてオーダーをお願いいたします。ご質問などありましたら、 

教育部へ E メール（department-of-ed@internationalcharteracademy.org）にてご連絡ください。 

Link to: ICAGEORGIA HOLIDAY GOODIE BAGS AMAZON WISHLIST 

VOLUNTEER NEEDED – HOLIDAY GOODIE BAGS 
We are in need of holiday elves to stuff holiday goodie bags for ICAGeorgia students! If you are available on 12/12, 

please click on the link below to sign up! 

ICA ジョージアの子供たちへのホリデー・グッディー・バッグの袋詰めにご協力いただけるエルフさんたちを 

募集します！ボランティアしていただける方は、以下リンクからご登録ください。 

Link to: Holiday Goodie Bag Volunteer Sign-up 

 

SAVE THE DATE (GRADE 3 TO 5 ONLY) 
 DINING WITH THE SCHOLARS ON APRIL 21, 2023 

More details coming soon. 詳細は後日発表します。 

 

mailto:department-of-ed@internationalcharteracademy.org
mailto:department-of-ed@internationalcharteracademy.org
mailto:department-of-ed@internationalcharteracademy.org
https://a.co/0ICnEkT
https://www.signupgenius.com/go/10C0E4AACAD29A2FDC25-holiday
https://drive.google.com/file/d/1MTGI1OSCE2qUHxIgBZFSvO_0T9MIihRe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MTGI1OSCE2qUHxIgBZFSvO_0T9MIihRe/view?usp=share_link
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REMINDER - ANNOUCEMENT 

A NOTE FROM THE NURSE’S OFFICE 
ALLERGIES: 
Please DO NOT send ANY item containing nuts or seeds with your student to school for lunch.  Just because your child does 
not have an allergy, their neighbor might. If any student brings items containing peanuts or any other nuts or seeds, it will be 
taken from the child and the parent will be notified. 
If your child has any severe allergies, please notify school immediately with what allergy is and the action plan should allergy 
occur. If any of these allergies require medication, please make sure we have a school medication authorization form on file. 
An additional supply of this medication should also be provided to school to be kept in the nurse's office, even if your student 
is already carrying the medication in their backpack. 
 

IF STUDENT IS SICK: 
The Flu and Strep Throat are circulating this time of year, and, unfortunately, we are also still dealing with COVID. You should 
keep your child at home from school if they have any of the following symptoms: 

• Coughing 

• Sore Throat 

• Severe Headache 

• Runny Nose 

• Earache 

• Nausea/Vomiting/Diarrhea 

• Fever 

• Body Aches 

• Chills 
If any of these symptoms are noted, please have your child evaluated for any communicable infections just to rule anything 
out. 
*Please note, children can still be sick even if they are not running a fever.  Your student may return to school when symptoms 
have improved and they have been fever free for 24 hours without the use of fever reducing medications 
i.e.tylenol/ibuprofen/etc. If they test positive for COVID, please notify the school of diagnosis and refer to the school’s 
website about protocol on returning to school. 

 
アレルギーについて： 

ナッツ類や種類などが含まれるいかなるものをランチ用に持たせないようお願いいたします。お子さまが 

アレルギーがなくとも、クラスメイトや周囲の児童たちがアレルギーかもしれません。もし児童がピーナッツや

その他のナッツや種類を含むものを持参している場合、学校で一時保管し、保護者さまへご連絡いたします。 

お子さまが重度のアレルギーをお持ちの場合、どのようなアレルギーなのか、またアレルギーが起きた場合の 

対応策をすぐに学校にお知らせください。これらのアレルギーのうち、投薬が必要なものについては、学校へ 

投薬許可書を提出してください。また、既にバックパックの中に薬を持参している児童につきましても、保健室

にて予備として保管するため、予備の薬を学校に預けてください。 

 

児童が病気の場合について： 

この時期、インフルエンザや溶連菌が流行し始め、残念ながら、新型コロナウイルスもまだ流行しています。 

以下のような症状がある児童は、学校をお休みさせ、自宅にて安静にさせてください。 

• 咳 

• のどの痛み 

• 激しい頭痛 

• 鼻水 

• 耳の痛み 

• 吐き気・嘔吐・下痢 

• 熱 

• 体の痛み 

• 寒気 

これらの症状がみられる場合、感染症の可能性を排除するために、感染症診断をお受けください。 

 

*尚、子供は熱がなくても体調が悪いことがあります。症状が改善され、解熱剤（タイレノール、 

イブプロフェンなど）を使用せずに 24 時間熱が出ないことをご確認いただき、学校に復帰してください。 

新型コロナウイルスの陽性反応がでた場合、学校に結果をお知らせいただき、学校ホームページ掲載している 

プロトコル（手順）をご確認ください。 

 
 

https://www.internationalcharteracademy.org/
https://www.internationalcharteracademy.org/
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ANNOUCEMENT FROM ICAGEORGIA BOARD 
 

Are you interested in volunteering your time with the Board? 
The Board is recruiting some parents to the Marketing Committee and Development Committee. If you are 

interested, please contact our board at board@internationalcharteracademy.org 
 

現在、理事会のマーケティング委員会や開発委員会にてお手伝いいただける保護者ボランティアを 

探しております。ご興味のある方は、理事会へ E メール 

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

 
ICAGeorgia Board Marketing Committee 

  
Ms. Jessica Cork & Ms. Mellissa Takeuchi 

 
 

The Board also would like to encourage all parents to leave a Google review on our school Google site! 

 

NEXT BOARD MEETING 
Wednesday, November 30th · 6:30 – 8:30pm 

Video Call Link: click here 
Or dial: (US) +1 352-888-6435 PIN: 936 648 998# 

 
For more Board Meeting Schedules: please click here 

 
Meeting Agenda & Minutes 

Please click here 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

 

mailto:board@internationalcharteracademy.org
mailto:board@internationalcharteracademy.org
https://meet.google.com/fpy-ujry-gbb
https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-meetings/
https://drive.google.com/drive/folders/1acgQjZKHr-cADodNhnWXnl0U3avxbmtS

