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みなさん、入学おめでとうございます。国際語科の生徒としてプライ国際語科主任の松本先生から

ドを持って、国際人としての第一歩を踏み出しましょう！ 国際語科にはさまざまな国際交流プログ

ラムがあります。自分から積極的に参加して、自己の資質をブラッシュアップしていきましょう！

国際語科の先生紹介！

１年Ａ組担任 一木先生（国語）

初めまして。毎朝７時頃には学

校に来ています。早朝指導や勉強 ２年Ａ組担任 ３年Ａ組担任

がしたかったら来てください。 田口先生（家庭科）鳥居先生（英語）

（ ） （ ）山口先生 英語 川瀬先生 社会

１年Ｂ組担任 松尾先生（英語）

国際語科１年目です。みんなと

一緒に授業や部活動、学校行事に

全力で取り組んでいきたいと思い ２年Ｂ組担任 ３年Ｂ組担任

（ ） （ ） （ ） （ ）ます。宜しくお願いします。 柴田先生 体育 小林昌先生 理科 中野先生 国語 名児耶先生 英語

新入生歓迎の言葉（３年Ａ組 ○○○○）

Dear first year students:
On behalf of all the junior and senior students of the International Language Course of Yokohama Hayato High School, I

Shoji Shimamura would like to welcome you all to Yokohama Hayato High School. The International Language Course is very
unique and different from the other courses. We have a lot of activities that you can enjoy and through which you can improve
your English skills. For example, you will have various kinds of speech and essay contests and volunteer activities to
participate in. The most exciting activity is the school trip to America at the end of the first school year. On this program, you
will see many different cultures in America, and learn about multiculturalism in America. Also you will go to the local high
schools there, and you can make many friends in America, too. I think you will experience something that you have never had
before.

Now your new High School Life has just started and you have become part of a big family --- The Hayato Family. So if you
have any questions, don t hesitate and ask any person in the school. We are all happy to help you. We all hope you will enjoy’

your school life and have a great time.
Finally, I sincerely hope that your three years at Yokohama Hayato will become a strong foundation to fulfill your goals in

the future. I wish every one of you great success and good luck in whatever you do.
Thank you.

昨年度もいろいろなことをしました！ 今年もみんなで参加しよう！平成２４年度国際語科活動一覧

５月 あーすフェスタ神奈川２０１２ ボランティア参加 （本郷台 あーすプラザ）

戸塚まつり２０１２ ツアー見学 （明治学院大学戸塚キャンパス）

７月 ＪＩＣＡ横浜主催 高校生世代向け国際理解入門セミナー参加 （ＪＩＣＡ横浜）

港南台国際協力まつり ボランティア参加 （港南台駅前広場）

第５回黒岩神奈川県知事との対話の広場 参加 （神奈川県庁）

国際語科２学年夏期研修 （ＪＩＣＡ横浜、国際協力センター）

８月 東日本大震災被災地復興支援事業平成２４年度瀬谷ボランティアバス 参加 （釜石市 （瀬谷区役所主催））

１０月 横浜国際フェスタ２０１２ ボランティア （象の鼻パーク・日本大通り駅）

瀬谷フェスティバル ボランティア （瀬谷区役所主催 （上瀬谷通信施設のはらっぱ（瀬谷駅 ）） ）

第６回黒岩神奈川県知事との対話の広場 参加 （神奈川県庁）

１１月 ＪＵＮＫＯ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ 来校 文通受け渡し、ミャンマー訪問報告 （本校）

東日本大震災被災地復興支援事業平成２４年度瀬谷ボランティアバス 参加 （釜石市 （瀬谷区役所主催））

コリア・ジャパンユースフェスタ （キャプテン翼スタジアム・馬車道駅）

１２月 第２４回模擬国連会議全日本大会 会議見学ツアー参加 （浅草ビューホテル）

２月 セイン・カミュと国際協力を語ろう 参加 （あーすぷらざ・青年海外協力協会主催）

横浜国際フォーラム ワークショップ実施 （ＪＩＣＡ横浜）

玉川学園模擬国連 会議参加 （玉川学園）

３月 世界の入り口に立とう～食卓から考える持続可能な地域・世界

（第２２回青少年国際セミナーかながわ国際交流財団主催・東海大学湘南キャンパス宿泊）

（年間の活動として）ミャンマー生徒との文通（ＪＵＮＫＯ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ主催、年２往復しています）

があ４月２３日（火）放課後 「あーすフェスタかながわ２０１３」（当日は５月１１日、１２日 本郷台駅）のボランティア説明会

ります。事務局の方が来校して直接説明してくださいます。奮って参加しよう！


