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先輩からの歓迎の言葉（４月７日 入学式） 英語でのスピーチを振り返ってみよう。

Dear 1st year students,
On behalf of all the junior and senior students of the International Language Course, or Kokusaigoka, of Yokohama Hayato High School, I,

Satomi Takahata, would like to welcome you all to the big family of Hayato High. I am honored to be here and congratulate you all on this
wonderful and special day.

Two years ago I felt exactly the same way as you probably do now. I remember that I was very nervous and stiff, wondering what my
high school life was going to be like and worrying about whether I could make friends in class. I was also worried about how difficult my
class subjects would be.

If you feel the same way, don't worry! The ILC has a lot of activities that you can enjoy and through which you can improve your English
skills. For example, you will have a wide variety of speech and essay contests and volunteer activities to participate in. The most exciting
activity is the intensive English study program overseas. On this program, you will learn about many different cultures in Canada and you
will meet many people with different cultural backgrounds. I think you will experience something that you have never had the chance to
experience before.

At Hayato we have four native English speaking teachers and many friendly Japanese teachers, as well as the junior and senior students
who will help you with any kind of problems. Don't hesitate to ask us if you want help or if you just want to talk to somebody.

From today onward you are part of Hayato High. I would like to give you some advice. My advice for you try new things, and set your
goals for the coming three years.

I sincerely hope that your three years at Hayato will become a precious memory in your life and that you will feel that you made the right
decision to choose this school. I wish everyone of you will have great success and luck in whatever you do at Hayato.
Thank you April 7th, 2015 is to make many friends,

入学式後のホームルームでの各担任の先生。黒板の装飾は、国際の伝統で、国際の２年生が新入生のために描いてくれたものです。

英語だけでなく

ハングルも！

１－Ａ 担任 國富先生 １－Ｂ 担任 鳥居先生 １－Ｃ担任 柴田先生 １－Ｄ担任 小野先生

先輩から、部活紹介！ 国際語科の先輩が所属している部活動を先輩自身が紹介します！

●軟式野球部「活動日は月・水以外です。坊主にしなくてもいいので来てください。部員、マネージャー

募集中です」（２年 ○○） ●和太鼓部「和太鼓？ん？ と、ちょっとでも気になったそこのあなた！

３号館！ ３号館に行きましょう！！」（２年 ○○）「国際に居て和太鼓部なんてとっても粋な感じゃあ

りませんか？ 高校生活なにかをやりとげたいならぜひ和太鼓部へ」（３年 ○○） ●家庭部「こんにち

は。家庭部では料理が好き、興味がある人たちがいるので、ぜひ見学に来てね！」（３年 ○○） ●歴史

研究部「こんにちは！ 歴史研究部部長の野田です。私たちは主に土器を採掘しています。宝探しが好きな方お待ちしてマス」（３

年 ○○） ●陸上部「県大会出場をめざし男女仲良く活動しています。やる気のある経験者、初心者大歓迎！ ぜひ陸上部へ！！」

（３年 ○○） ●鉄道研究部「鉄道がとても好きな人が集まる小さな部活です。兼部はもちろんできますので、お気軽にどうぞ」

（３年 ○○） ●ソングリーディング部「厳しい練習ですが、ダンスが大好きだから乗り越えられる、そんな人たちが集まったとて

も達成感のある部活です」（３年 ○○） ●女子バスケットボール部「国際語科のメンバーは少人数ですが、普通科の生徒との交流に

より部活内はもちろん生活・学習面でも刺激をもらえるので、向上心につなげていけると思います」（３年 ○○） ●写真部「男

女、学年関係なく仲の良い部活です。最近は他の部活動や学校行事の撮影と活動的です。カメラが好きな人大募集中です」（２年

○○） ●ギター部「とてもアットホームで部員１３人で、アコースティック、クラシックギターの練習をして活動しています。ま

た最近は発表の場も増え、練習に熱が入っています」（２年 ○○） ●ボランティア同好会「今年度始動しました！ ボランティア

やりたい人、ボランティア企画をしてみたい人、集まれ！」（２年 ○○） ●茶道部「個性豊かな部員２２人で毎週水曜日に美味

しいお茶とお菓子で楽しいお茶会をしています。浴衣イケメンいるよ！」（２年 ○○） ●男子テニス部「テニス部は週６回練習を

しています。またマネージャーも募集中です」（３年 ○○） ●サッカー部「副部長の高下です。４月から新しい先生も入り毎日の

練習がきつくても一緒に頑張りましょう」（３年 ○○）●アカペラ同好会「週２日火、木に４階調理室で楽しく練習しています。

先輩は国際が多いので気軽に来てください！」（３年 ○○）

ありがとう、ジェームス先生！ ２０１４年から２年間、国際語科のみんなと楽しく勉強してき

た James Brown 先生が、横浜隼人を離れることになりました。いつも明るく生徒に話しかけ

る先生は、国際語科の人気者でした。世界は狭い！ またいつか先生と会えることを期待し

て！ ありがとう、ジェームス先生！


