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July 27, 2020 

 

To Our ICAGeorgia Families and Stakeholders: 

 

We are pleased to announce that Ms. Felecia Tucker-Jones will serve as our Interim Principal for 

the 2020-21 school year. In the Japanese tradition and policy of “promotion from within,” (“shanai 

shoshin”), we are proud that Ms. Tucker-Jones is a founding member of ICAGeorgia, having 

served as a 4th and 5th-grade teacher, RTI/SST (Response to Intervention/ Student Support Team) 

Coordinator and chief architect of ICAGeorgia’s Gifted Education Program. In addition, in the 

midst of the COVID-19 pandemic crisis, Ms. Tucker-Jones developed the robust Distance 

Learning Protocol for our school and was our leader charged with the training of our teachers in 

their transition to online teaching. ICAGeorgia's robust and engaging online programming has 

given both our teachers and students an immediate advantage in our new world of virtual learning. 

 

Ms. Tucker-Jones is a certified educator with a Bachelor’s degree in Early Childhood Education, 

a Master’s degree in Curriculum and Instruction, and a Master’s in Education Communication as 

well. Ms. Tucker-Jones is also a published children’s book author. In her words, “I believe that an 

educators' role is to nurture students' creativity, imagination, and encourage lifelong learning using 

data as a tool to design instruction that will meet students where they are. Therefore, I will place 

students at the center of all school-related decisions.”   

 

The Board and entire ICAGeorgia leadership team is committed with Ms. Tucker-Jones to 

continue to provide opportunities to bridge cultural, social, and academic differences  "to broaden 

students’ horizons so they may become global citizens who promote peace around the world."  Ms. 

Tucker-Jones is dedicated to seeing our students grow academically and will implement the 

necessary practices to run a high-quality school. Please help me welcome Ms. Felecia Tucker-

Jones as our new school leader!  

  

Domo arigato to all our parents and our PTO leadership as well for all their support. Please feel 

free to reach out to me or any of our Board members with any questions or concerns. This past 

Board meeting, we were happy to welcome a new member to our Board of Directors, Ms. Nobuko 

Usher (please see her bio at the and our other Board member bios at the following link 

https://www.internationalcharteracademy.org/governance/board-members/). We are all excited 

for the beginning of a historic year at ICAGeorgia!   

  

Sincerely, 

  

Robert N. Johnson 

ICAGeorgia Board Chairman 
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2020年 7月 27日 

 

ICAジョージア・ファミリ－及び関係者のみなさま 

 

2020-2021 年度、校長代行としてフェリーシャ・タッカー=ジョーンズ先生に決定しましたこと

お知らせいたします。タッカー=ジョーンズ先生は、ICA ジョージア創立以来、4 年生及び   

5 年生の担任、RTI/SST（学習障害支援体制／児童サポートチーム）のコーディネーター、  

ICA ジョージアのギフテッド教育プログラムの構築をリードし、この度〝社内昇進″という形

で校長代行に就きました。さらに、COVID-19 が世界的に流行し始め、学校が臨時休校した際、

タッカー=ジョーンズ先生は当校のディスタンス・ラーニング・プロトコール（オンライン 

授業）を築き、対面式授業からオンライン授業へのトレーニングを全教員へ提供しました。

ICA ジョージアはオンライン授業を早急に取り込んだおかげで、バーチャル・ラーニング  

という新体制で授業を即時に始めることができました。 

 

タッカー=ジョーンズ先生は、幼児教育の学士号、カリキュラム兼インストラクションの  

修士号、教育コミュニケーションの修士号、そして、ジョージア教員免許を取得しています。

また、児童書を発行した作家でもあります。タッカー=ジョーンズ先生によりますと、  

『教員の役割は、児童のクリエイティブ制やイマジネーションを育て、データというツールを

使いながらその児童のニーズに合わせた授業を作り、生涯学習を励ますことだと信じています。

そのため、全ての学校に関わる決定事項は児童たちを中心に判断していきます。』 

 

理事そして ICA ジョージアのリーダーシップチーム一同、タッカー=ジョーンズ先生が    

これからも文化・社会・学業の違いの架け橋となり、『児童が国際社会への視野を広げ、  

世界中へ平和を広めるグローバル市民になれる』機会を提供すると信じております。      

タッカー=ジョーンズ先生は、当校の児童が学業的に成長していくことに力を入れ、そして 

より質の高い学校になるよう、運営してきます。フェリーシャ・タッカー=ジョーンズ先生を

新しい当校のスクールリーダーとして温かくお迎えしてください！ 

 

保護者のみなさま、PTOリーダーシップのみなさま、多大なるサポートを「どうも      

ありがとう」ございます。ご質問や懸念がありましたら、私、もしくは、他の理事までご連絡 

ください。そして、先日の理事会から、新しい理事が加わりました。アッシャー・ノブコさま

（略歴は当校ホームページのこちらからご参照ください

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

ICAジョージアの新しい歴史が始まる今、とても楽しみです！ 

 

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 

ICAジョージア 

理事長 

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

