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July 10, 2020 

 

To our ICAG Families and Stakeholders: 

  

We hope everyone is enjoying their summer and staying well. We know that this may be a difficult 

time for many of our families, and we are working hard to ensure that we have a great start to the 

new school year. ICAG ended the school year on a strong note, and this fall, we look forward to 

welcoming our largest ever (more than 50) incoming class of Kindergarten students! 

  

As we prepare for the fall, we will be saying goodbye to Ms. Tara Ranzy, our principal. Ms. Ranzy 

has served as ICAG’s “master builder,” and, under her leadership, ICAG has become one of 

Georgia’s most respected dual language charter schools. She has brought recognition from the 

Japanese government and built a firm foundation for our school to thrive. We are grateful for her 

leadership and vision and wish her all the best as she pursues a new opportunity outside of Georgia. 

We will miss Ms. Ranzy’s enthusiasm, but we know that she has left the school in good hands. 

  

Our ICAG community showed strength and unity this spring when school closed. ICAG’s 

outstanding leadership team, faculty, and staff quickly executed an engaging distance learning 

program and demonstrated their commitment and flexibility. The board feels confident about the 

future of our school with this team in place. We know that they are ready and able to guide us 

through this interim period, and we will build on this strength to reach the next phase of ICAG’s 

development. The board is currently reviewing the credentials of several well qualified candidates 

and expects to have new leadership in place shortly. In the meantime, planning for the fall will 

continue, and we expect this to be a seamless transition with no disruption to the strength and rigor 

of our academic program. The board will keep you informed as final decisions are made. Together, 

we will emerge from this challenge stronger and more prepared for a vibrant future. 

  

Please feel free to reach out to me directly with any questions or concerns. Please check your email 

for updates over the next few weeks. Enjoy the rest of your summer! We look forward to seeing 

you back at school for the 2020-21 school year soon.  

  

Sincerely, 

 

Robert N. Johnson 
 

Robert N. Johnson 

ICAG Board Chairman   
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2020年７月１０日 

 

ICAジョージア・ファミリー及び学校関係者様へ 

 

みなさま健康に夏休みをエンジョイしていることと思います。みなさまの中では、深刻な状況

下にいる方々もいると思います。我々は新学年度を迎えるにあたり、懸命に準備を進めて  

おります。昨年度は無事に幕を閉じ、秋からは、開校以来、最も人数の多い（50 名以上） 

幼稚園クラスを迎えられること、とても楽しみにしております！ 

 

新学年度を迎える前に、みなさまにタラ・ランジー校長が離職した旨をお伝えしなければ  

なりません。ランジー先生は ICA ジョージアの『マスター・ビルダー』として、ジョージア州

の中でも最も高い評価のあるデュアル・ランゲージ・チャーター・スクールの一校へと導いて

くれました。日本政府からも評価をいただき、当校が成功するための基盤をつくりました。 

ランジー先生が当校へ貢献したリーダーシップそしてビジョンに感謝し、先生の熱意は忘れ 

ません。これからのランジー先生のジョージア州外で始める新しい生活でのご活躍をお祈り 

いたします。 

 

３月に学校が臨時休校し、完全オンライン授業へ変更になった際、 ICA ジョージア・    

コミュニティーは強く一致団結しました。ICA ジョージアの素晴らしいリーダーシップ・  

チームそして教職員が早急に動き、ディスランス・ラーニング・プログラムを立ち上げ実行し、

フレキシブルに対応し、責任を果たしました。理事一同、スクールリーダーの交代にあたり、

このチームが次の新しい ICA ジョージアの将来を的確に導いてくれると確信しております。 

同時に、新学年度の準備を進める中、この交代が滞りなく進み、当校のしっかりとした厳しい

学業プログラムに影響がないことをお約束します。最終的に決まり次第、みなさまへお知らせ

いたします。このチャレンジを乗り越え、一致団結し、より団結力のある明るい未来へ向かい

ましょう。 

 

ご質問や懸念などありましたら、私へ直接ご連絡ください。これから数週間にかけて    

アップデートをお送りしますので、引き続き、E メール受領をご確認ください。それでは、 

残りの夏休みをご家族みなさまでエンジョイしてください。2020 年～2021 年度、みなさま

に再会でき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。 

 

Robert N. Johnson 
ロバート・N・ジョンソン 

理事長 

ICAジョージア 


