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～入学式特集！～ 2014･4･８

「国際家族」へようこそ！～平成２６年度入学式 入学式前日は季節外れの雪が降り、花冷えの一日でしたが、この日はうららかな春

らしい陽気で入学式を迎えることができました。緊張した面持ちの１年生の皆さん、３年間の高校生活を楽しく充実させて過ごしま

しょう！ 国際語科は皆さんを歓迎します！！

～ 2014 Welcome Address～

Welcome to Yokohama Hayato High School. My name is Mio Tanaka. I am a senior student of Kokusaigoka, or the International

Language Course. I am honored to be here to congratulate you all on this special day for you.

I can see that you are nervous and still wondering what your high school life is going to be like. You may worry whether you can

make a lot of friends, if the class subjects are too difficult, or if your teachers are scary. Two years ago I felt exactly the same as you

do now.

Don’t worry! There are a lot of exciting things waiting for you. The International Language Course has a wide variety of activities

such as the trip to the United States, speech contests and different kinds of volunteer opportunities.

The teachers as well as the juniors and the seniors are very friendly and are ready to help you any time. We also have four native

English speaking teachers from Canada, the United States and New Zealand. You can benefit from these teachers not only in

studying English but also in learning about different cultures.

From today onward you are part of Yokohama Hayato High School and you will experience a school life that is completely different

from the school experiences you had in the past. It might be challenging, but I’m sure that you

will have a great time here at Hayato High School.

Here is my advice. First, try to make friends with a lot of people around you － your classmates, senpais and

teachers, as soon as you can. Second, try to do new things that you have never done before. Third, set your goal

for the coming three years.

I sincerely hope you will make these three years the most precious memories in your life and that you will feel that

you made the right choice selecting this high school when you are at the graduation ceremony three years from now.

Thank you. （３－Ａ）生徒

小林先生（１Ａ） 高井先生（１Ｂ） 東城先生（１Ｃ）

★新入生の皆さん、入学おめでとうございます。国際語科は、自分からやる気になれば国際人としての資質が身につけられるところ

です。様々な国際交流、異文化理解のトリガープログラムがあります。是非、積極的に参加して国際人としての第一歩を踏み出しま

しょう。 （国際語科主任 松本先生 社会）

★新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！在校生の皆さん、久しぶりです。国際語科 1年生の理科を担当します小林です。
授業での関わりは少ないと思いますが、様々な場面で皆さんのちょっとした力になれたらなあと思っています。国際語科の皆さんは

本当に暖かな心の持ち主ばかりです。新入生の皆さんも先輩方をようく見習って、素敵な国際語科の一員に早くなりましょう。まず

は、１年間よろしくお願いします。 （１年Ａ組担任 小林先生 理科）

★今年度国際語科を担当することになりました英語科の高井です。授業や行事を通して皆さんの国際力 up に少しでも役立てれば嬉
しいです。まずは一歩から、一緒に頑張りましょう。 （１年Ｂ組担任 高井先生 英語）

★こんにちは。国際語科は１年目ですので、早く皆さんの名前と顔を覚えて、色々な話ができれば良いなと思っています。皆さんの

素晴らしい高校生活を手助けできるよう頑張りますので、よろしくお願いします。 （１年Ｃ組担任 東城先生 英語）

★祝入学。語学研修から帰ってくると、そこは桜の国でした。皆さんは国際語科で、どのような花を咲かすのでしょうか。楽しみに

しています。一緒にがんばりましょう。 （２年Ａ組担任 一木先生 国語）

★国際語科は、英語を英語圏のみならず、各国の人々とのコニュニケーションツールであること意識して学ぶことで、これからの世

代に特に求められる異文化に対する受容性と多文化尊重の感覚を養うことも目的としています。何事に対しても興味を失わず、偏っ

た先入観に囚われることなく、多方面にアンテナを立てて学んでいきましょう。 （２年Ｂ組担任 川瀬先生 社会）

★新入生のみなさん、入学おめでとうございます。今年度、３年Ａ組を担任します。向上心を持って、日々を大切に取り組んで下さ

い。教室も近いので、学年を越えて楽しく過ごしましょう。 （３年Ａ組担任 田口先生 家庭）

★新入生のみなさん、入学おめでとうございます。３年Ｂ組担任の柴田です。国際語科は、さまざまな経験ができるところです。常

に自分で判断して、何事も一生懸命取り組んで楽しくなるまでやりきりましょう。日常生活のパフォーマンスを高いものにして下さ

い。 （３年Ｂ組担任 柴田先生 保健体育）

★１年生のみなさん、入学お目出とう！ ２、３年生のみなさん進学お目出とう。新たな気持ちで楽しい１年にしましょう。私のこ

の１年の目標は、もっと多くのことを楽しみながら学ぶことです。Let's have fun! （山口先生 英語）

★私の考える「国際人」とは、「自分とちがう人、ちがう文化や考え方を尊重（ respect）できる人」です。国際語科の皆さん、そん
な人を目指していっしょに頑張っていましょう。 （鳥居先生 英語）

★国際語科では校外活動、課外活動の機会が本当にたくさんあります。少しでも「これは」と思うものには「えいやっ！」と一歩足

を踏み出してください。きっとあなたの世界が広がります。開発途上国のことや日本の震災後の社会について、一緒に考えていきま

しょう！そして自分の周りの「世界」と繋がっていきましょう！ （中野先生 国語）


