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Dear ICAGeorgia Families, 
 
It is always with great joy and pride that I refer to International Charter Academy of Georgia                 
(ICAGeorgia) as a “multi-cultural, a multi-ethnic, multi-racial, multi-linguistic community         
working together to promote world peace through the exchange and mutual respect of both              
Japanese and American culture and languages.” At ICAGeorgia, we require that our children             
and every stakeholder respect, learn from and build alliances across differences. Conversely,            
with the senseless murders of Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd and so many              
others, we are quickly reminded that ICAGeorgia is simply a microcosm of the larger society               
where peace is not promoted and differences may lead to discrimination, inequity, and even              
loss of life.  
 
The mission of ICAGeorgia is “to promote world peace.” The ongoing struggle with police              
brutality in the African American community is both heartbreaking and a vivid reminder of the               
necessity of this mission. Technology is putting in plain sight what many people of color already                
know: Black life in America is still not as valued and respected. Even in spaces that are                 
supposedly the most emotionally, psychologically and physically safe—like in our schools,           
places of employment, driving or walking down the street and especially sleeping in our own               
homes--the black body is unsafe: People who look like George Floyd (a man leaving a               
convenience store); Ahmaud Arbery (a man jogging through a neighborhood) and Breonna            
Taylor (a woman sleeping in her home) are fearful, hurting and angered by the recurring               
injustices and inability to JUST BE.  
 
Meaningful changes within our justice, social, and educational systems will begin with us. For              
guidance, we turn one of the most relevant of our core beliefs. . . “We practice mutual respect                  
for the rich dimensions of diversity contained within each individual. We seek to build alliances               
across differences so that we can work together to eradicate all forms of discrimination.”              
Further, as we navigate the dual crisis of racism and the COVID-19 pandemic, may we try to                 
understand each other’s point of view, practice sensitivity and compassion, and take the             
necessary actions to make things better for every member of our society.  
 
How are you building alliances across differences? How are you creating space for others to feel                
safe? How are you demonstrating that black lives matter? 
 
Ranzy 
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ICAジョージア・ファミリーのみなさまへ 
 
ジョージア・チャーター学院を紹介する際、私はいつもうれしい気持ちと誇りを持ちながら、
我が校は『多文化で、他民族、様々な人種、多言語のコミュニティーであり、日本そして　　
アメリカ両国の文化と言語をシェアしながら、お互いにリスペクトを持ち、世界平和を広める
ことに貢献している』と紹介しています。ICAジョージアでは、児童そして学校関係者一同がリ
スペクトを持ち、お互いの違いを学び尊重しながらコミュニティーを築き上げています。 
その一方で、アメリカで起きたブリオナ・テイラーさん、アフマド・アーベリーさん、 
ジョージ・フロイドさん、その他多数の方々が無分別に拘束され命を失いました。人種差別、
不平等、そして命までも失われているこの状況に、私たちの学校は平和を広めお互いの違いを
尊重することの重要性を思い知らされます。 
 
ICAジョージアのミッションは『世界平和を広める』ことです。アフリカ系アメリカ人 
コミュニティーでは、止まない米国警察や無分別な残虐行為に悪戦苦闘し、事件が起きるたび
に心が痛み、当校のミッションの大切さをしみじみと感じます。多くの有色人種の方々は 
ご存じですが、テクノロジーを通して『アメリカの黒人社会は、今も高く評価されず、 
リスペクトされていない』ということが明白に見られます。一般には、最も感情的にも心身的
にも安全だとされるスペース、学校や職場、街中の歩道、特に休める場所である自宅でさえ
も、黒人にとっては危険な場所なのです。ジョージ・フロイドさん（コンビニから出てきた　
男性）、アフマド・アーベリーさん（近所でジョギングをしていた男性）、ブリオナ・　　　
テイラーさん（自宅で睡眠中であった女性）は、自分自身であることに恐れ、心痛め、　　　
止まない不当な行為や無力さに、腹を立てます。 
 
司法、社会、教育システム内での重要な変革は、我々から始まります。アドバイスとしては、
当校の核となる信念の一つ『一人ひとりの中にある多様性の豊かな角度をお互いに尊重し　　
あう。お互いの違いを尊重しあいコミュニティーを築き上げ、一緒に人種差別を撲滅させ
る。』これが最もあてはまります。さらに、人種差別そしてCOVID-19世界大流行の二つの　　
重大な出来事に直面しながら、お互いの意見を理解し、感受性や思いやりを持ち、我々の社会
にいる一人ひとりの状況が改善するように、必要なアクションをとってみましょう。 
 
お互いの違いを超えてどのように信頼関係を築きますか？ 
他人が安心と思えるスペースをどのように造っていますか？ 
『ブラック・ライブズ・マター』みなさんはどのように実証していますか？ 
 
ランジー校長より 
 


