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神奈川朝鮮中高級学校の生徒が

来校しました！（６月２６日）

国際語科と朝鮮高校とは、お互いに文化祭

を見学し合うなど交流があります。この日は

１１名の朝鮮高校の生徒が生徒会の先生と共

に来校しました。隼人側は国際語科生徒、生

徒会合わせて１５名の生徒が参加し、グルー

スライドで朝鮮学校の すぐに仲良くなれ プごとに自己紹介をしたり、互いの学校を紹

紹介をしてくれました。 ました！ したりして交流しました。今後も学習会やフ

ィールドワークをしていきたいと思います！

恒例、ＩＬＣ七夕 今年もピロティに国際語科生徒の願い事が英語で書かれた短冊が飾られました。

短冊に書かれた願い事を紹介します！

★ I want to become a parson that can do
anything.☆ I want to become a "legend"
★ I hope that a lot of good things happen!!
☆ Become everyone's Sunshine★ I want to be
tall!☆ I wish to get a boyfriend.★ May Many
fortunate things happen!☆ I hope make a lot of

friends.★ I want to see Sho Hirano.☆ I wish I want to be a Baseball player.★ I wish be serious.☆ I wish to be a good English
speaker.☆ I hope I can meet Yasuyuki Kataoka.★ I go to the top!☆ I want to get a high score on the test!★ I want to meet DISH!
☆ I want to be a happy girl!★ I wish for my efforts to bear fruit.☆ I want to be a cheerful cheer leader!★ I want to speak English
well.☆ I achieve happiness with my precious man.★ I wish to meet Katayose Ryota.☆ I want to many friends.★ I want world
peace.☆ I want to be an interpreter of foreigner professional baseball players in the future.★ So that a lot of good things happen.☆
I want to spend happy life!★ I want to lose weight!☆ I want to be draw the picture well.★ I want to be a clever!☆ I would like to
do my best on the test and have fun with my daily life.☆ I wish that I can meet bouto and PCF.★ I want to get the high score in
my test and dancing better than before!☆ I hope my family and my friends will be happy!★ I hope my dreams come ture. and I
want to make someone's happy!☆ I hope to my family and my friends happy. Smile is the best!☆ I wish I become good at
sketeboarding than saia.★ Please give me many chances!☆ I wish I want to be smart.★ Keep calm and stay positive.☆ I want
more activity.☆ Gusto kong sumusuporta sa mas maraming mga tao. I wanna learn Tagalog.★ I wish I can live an interesting life
without any regrets. I wish my life would be full of surprises and unpredictable!☆ I hope I have a fun summer until I leave.★ I
want to make better than before!☆ I want to spend my life comfortably.☆

３年生が校外清掃に行きまし

た！（６月３０日）学校周辺の

清掃活動は各コース、学年

で毎年１回ずつ行いますが、

今回は３年生です。みんな

お散歩もかねて楽しみなが

ら校外清掃をしました。

ボランティアに取り組んでいます！（１－Ａ 〇〇〇〇くん） 高校に入るまでボランティアをしたことが無く、

ボランティアというと被災地支援など難しいものだと思っていました。ですが幾つかボランティアに参加

するうちに、その楽しさを知とともに、自分でも新しいボランティアを見つけたいという気持ちになりま

した。そこで地元のボランティアセンター（ユニコムプラザさがみはら）という所に行き、紹介していた

だいたのがこの「相模大野こどものまちエンジョイスマイルさがみ」という企画です。子どもと接するこ

とができる楽しい企画なので、ぜひボランティア活動への第一歩にしてみてください！ まだ募集してい

ます。参加したい方は中野先生へ！

ＫＩＶＯワークショップ！（７月７日）大学生の国際協力ＮＧＯが、国際の１年生を対象に今年も本校でワークショップを行いました。ネ

パールの貧困地域で支援をしているこの団体の紹介と、高校生ができることをみんなで考える学習活動も行いました。生徒が書いた

ものを、ネパールの子供たちに届けてくださるそうです。またメンバーが色々な大学から参加しているので大学紹介もしていただき、

大学のことを生で聞く機会にもなりました。

（左）国際１年生のために、念入りにリハ

ーサルをして分かりやすくプレゼンをして

くれました。

（中）大学生の質問に積極的に答える生徒

も多く、関心の高さがうかがえました。

（右）みな違う大学に通っています。大学

を越えて、国際協力を行っている学生のみ

なさんは、輝いていました！


