
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parent Bulletin         7/20/2020 
International Charter Academy of Georgia 
ジョージア・チャーター学院 

3705 Engineering Drive, Peachtree Corners, GA 30092 
www.InternationalCharterAcademy.org  
https://www.facebook.com/internationalcharteracademyofgeorgia/ 
T: 770-604-0007     E: info@internationalcharteracademy.org  

Upcoming Events 
7/30 (Thu) 
 Virtual Meet & Greet with 

Team Teachers 
 教員チームとのオンライン・
ミート＆グリート 

 
8/3 (Mon) 
 1st Day of School – Distance 

Learning Start 
 始業日～オンライン授業開始 

 
 
 
 

 
 
 

Congratulations to the International Charter Academy of Georgia team 
and family! An article about our school has been published in We Are 
Tomodachi, “the official online magazine that introduces Japan’s 
attractions and its deep and multifaceted ties with the rest of the world to 
our country’s friends (tomodachi) across the globe.” A new edition is 
published about once every two months. Please enjoy the article by 
clicking the link below. 
READ THE ARTICLE <here> 
 

ICAジョージア・チームそしてファミリーのみなさん！当校が日本政府

の２か月毎に発行されるオンライン・マガジン『We Are Tomodachi』

に掲載されました。こちらのリンクからぜひご一読ください。 
 

What’s New? 

 
 
 

Dear ICAGeorgia Families, 
Thank you for your feedback, questions, and concerns. We will begin the 2020-2021 school year as scheduled on 
August 3, 2020. However, to ensure the health and well being of our students, staff, and families during the COVID-
19 pandemic, instruction will begin online for the first nine weeks of school. As usual, we will continue to provide 
updates. You will receive more information regarding your child’s teachers, best practices for online success, 
schedules, etc. Thank you for your continued patience and support. 
 
Sincerely, 
Ms. Jones 
Administrative Leader 

 

ICAジョージア・ファミリーのみなさまへ 

学校再開に関してのご意見、質問そして懸念をお送りくださり、ありがとうございました。2020-2021 年度は  

予定通り、2020年 8月 3日から開始します。しかしながら、COVID-19 感染の広がりを鑑み、児童たち、スタッフ

そしてファミリーのみなさまの健康を重視した結果、新年度初めの９週間は、授業を完全オンライン制にいたし 

ます。アップデートがあり次第、今まで通り、みなさまへご連絡いたします。担任の先生、オンライン授業の  

成功事例、スケジュールなどの情報を追ってお送りいたします。引き続き、みなさまのご理解とご協力に感謝  

いたします。 

 

どうぞよろしくお願いいたします 

ジョーンズ先生 

Administrative Leader 

SCHOOL OPENING UPDATE 
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Kindergarten and 1st Grade Team・幼稚部～1 年生チーム 
Julie Malcom, Teacher - My name is Julie Malcolm and I am so excited to be working at ICAGeorgia. I will be working as 
a kindergarten/1st grade teacher. I have worked in education since 2003. My teaching experience includes 
kindergarten-2nd grade and reading intervention. In my spare time, I enooy playing tennis and running. My goal this 
year is to do a full marathon! I also enooy reading and traveling. I have two children, Jacob and Molly, who are 12 and 7 
years old. I am thrilled to be a part of this school! o.malcom@internationalcharteracademy.org 

ジュリー・マルコム先生：私の名前はジュリー・マルコムです。ICA ジョージアで働けることとてもうれし

く思います。幼稚部と 1 年生を担当します。私は 2003 年から教育分野でキャリアを始め、幼稚部から   

2 年生、そして読解サポートを担当してきました。オフ時間では、テニスやランニングをして過ごして   

います。今年のゴールはフルマラソン完走です！その他、読書や旅行も好きです。子供は二人おり、名前は

ジェイコブとモーリー、年齢は 12 歳と 7 歳です。この学校に加われることとても楽しみにしております！

メールアドレス：o.malcom@internationalcharteracademy.org 
 

3rd Grade Team・3 年生チーム 
Mieko Basan, Teacher - My name is Mieko Basan. I teach Japanese suboects to third graders. It is a privilege to witness 
students grow as global citizens in diverse learning environments. I believe their learning experiences at ICAGeorgia 
open their eyes to the world. In my spare time, I enooy videography, photography, and working out. I also enooy learning 
about different cultures and food from all over the world. m.basan@internationalcharteracademy.org 

ミエコ・バサン先生：私の名前はミエコ・バサンです。3 年生の日本語主要教科を担当します。児童たちが

多様性豊かな教育環境で地球市民に成長していく姿を見れること名誉に思います。ICA ジョージアでの経験

や教育は、子供たちの視野を世界レベルにするでしょう。オフ時間には、ビデオグラフィー、写真、そして

エクササイズをエンジョイしています。また、様々な分野や世界各国の料理について学ぶことも楽しみの 

一つです。メールアドレス：m.basan@internationalcharteracademy.org  
 
 

STAFF UPDATE・スタッフアップデート 
 
Please welcome three new teachers to ICAGeorgia! 

ICA ジョージアに新しい先生が 3 名加わりました！ 
 
2nd and 3rd Grade Team・2 年～3 年生チーム 
Felicia Forman, Teacher - My name is Felicia Forman, and I am excited to have ooined the ICAG Family! I've been an 
educator for ~20 years. Began my career in Pennsylvania in 1999, then spent ~12 years teaching in Georgia, followed by 
the 5 years of Intl. instruction. After 5 years of International teaching, 3 years in Abu hhabi, and two in Bahrain, I'm looking 
forward to sharing ideas, educational strategies, building new partnerships, and more with all of you. I am the proud 
mother of a son, who is a graduate of Georgia State University and currently an Officer in the USMC. A few past time 
favorites I enooy are reading, writing, traveling, and cooking. So, oust a quick peek into who I am, I'm looking forward to 
sharing more about myself and getting to know each of you. I hope you all have a Fantabulous summer. Stay safe and 
healthy and I'll see you soon. f.forman@internationalcharteracademy.org 
フェリーシャ・フォーマン先生：私の名前はフェリーシャ・フォーマンです。ICA ジョージア・ファミリーに  

加わりとてもうれしく思います！教員歴 20 年になりました。1999 年、ペンシルベニア州にてキャリアを始め、 

その後、12 年間ジョージアにて教員を務めました。それから 5 年間、海外での教員経験を積みました。3 年間を 

アブダビにて、そして 2 年間をバーレーンにて過ごしました。みなさまとアイデアや教育戦略をシェアしたり、 

新しいパートナーシップを組めることを楽しみにしております。私の家族には、ジョージア州立大学卒業し、  

今では米海軍のオフィサーを務める息子が一人います。オフ時間では、読書やラインティング、旅行、料理をする

ことが好きです。少しばかりですが、私のご紹介とさせていただき、あとはみなさまとお会いしたときにシェア 

したいと思います。ファンタービュラスな夏休みをお過ごしください。みなさまの健康をお祈りいたします。 

メールアドレス：f.forman@internationalcharteracademy.org 
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