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国際語科にアメリカらから体験入学生徒！ ６月２５日から７月１８日の間、国際語科１年Ａ組にアメリカから体験入学にやって

きた川村ジェイコブ幸大くんが、国際語科のみんなへメッセージを残してくれました！

Hello! My name is Jacob, or 川村 幸大, as my birth certificate would politically suggest. I currently reside in the United States
but my locality of birth is here in Japan. As a child, I was immersed in two polar dialects, each attributing to its uniqueness. Thus
now, I am able to interpret and communicate fluently in both English and Japanese. (Although admittedly, I suffer in grammar and
kanji in English and Japanese, respectively.) Nevertheless, I am able to attend schools in both languages to further my knowledge
and understanding. My time at Hayato High School has been a time filled with discovery and culture. Although having the teachers
move from class to class rather than having the students move from class to class is different, many of the in class events truly show
the polarity of the cultures. To each teacher, their own struggles; whether
it be hauling class materials, or lack of personalization, each one has their
limits. The student body here has been very welcoming and has assisted
me to jump on a running train. I believe that I have truly benefited from
the immersion in class, along with the companions that I have made to
share said benefits. The hospitality of the staff and the kindness and
acceptance from my classmates is something that I will truly remember.
However, it also brings an appreciation for what I have and what I have
had. Needless to say, my time here at Hayato was well spent in my eyes.
Next summer, I will be going to Germany to study advanced German and
cultural immersion. (Yes, I also speak German along with English and
Japanese.) Ich danke euch, wie die Gastfreundschaft und es freut mich,
dass sie so net und drav sind. ← German! I hope to come back the year
after that to meet everyone again. Live long and prosper.

ジェイコブ １－Ａのみんなとジェイコブ！ また会おうね！

ようこそ先輩！ 今月もたくさんの先輩が訪ねてくれました！！

６月４日 ●いい大学に通っている人たちは高校でそれなりに努力した人たちだから、努力することを

やめなければ自分の行きたい大学に一歩ずつ近づけると思います。でも、たまには息抜きすることも大

事だと思います！ 自分のペースで頑張ってください！（立命館アジア太平洋大学１年 和田優菜） ●

学生生活楽しんでますか－？ 受験生は大変だけど、勉強と両立して遊びも楽しんでください（大妻女

子短期大学１年 東原慧） ●高校では自分ができる所まで勉強を頑張って、一番行きたい大学に合格し

て遊びまくるというがベストだと思うので、今頑張って欲しいです。大学名はどこに言っても聞かれる

ものなので、自分が自信を持って人に言える大学に行けるようになるべく上を目指しましょう！（東洋大学１年 萩原千春）

６月２６日 ●私は経済学、経営学、簿記の勉強などをしています！ 数学や

ってます。国際語科の子にはおすすめしないです。サークルはバドミントン

サークルです。楽しい。高校生活はあっというまでした。めっちゃ楽しかっ

た。勉強もいいけど、たくさん友だちと遊んで青春してください（法政大学

経営学部経営戦略学科１年 森田慧子） ●英語で歴史や宗教、ビジネスやエ

コノミクス、心理学や文学などを学ぶことができます。英語をツールとして

使いたい人にはおすすめです。サークルはＥＳＳ、模擬国連、かくれんぼ研

究会に所属していて、どれもとてもたのしいです。大学生になったら、自分のやりたいことをたくさん挑戦できます。大学生活はた

のしいので、今を大切にしながら勉強もがんばってください（法政大学グローバル教養学部１年 大友菜央） ●隼人での友だち、先

生との出会いは一生物だから大切にしてね！ 高校時代はいっぱい遊んでいっぱい思い出をつくろう！（フェリス女学院大学４年 戸

倉未菜里） ●大学に入ったら友だちづくりに苦労するので、ＩＬＣのお友だちは大切にすることをおすすめします。健闘を祈る（４

年 佐藤里保） ●高校の経験がとても貴重だったなーって思います。今、めんどうくさいなーって思うことが案外次のステップで

生かせたりするので色んなことにチャレンジしてください！（明治学院大学国際学科４年 太田歌穂） ●一度きりの高校生活思いっ

きり楽しんでください。先生や友だちを大切に！ 高校時代の出会いは一生ものです！ 元気に頑張ってください！ それと…英語

もいいですが、フランス語もおすすめですよ！（白百合女子大学仏文科４年 小城智子） ●大学入るまでに一人は彼氏、彼女を作る

こと！ たくさん先生に怒られることをすること！？（横浜市立大学４年 大槻美緒）

ＪＵＮＫＯ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮの皆さんが来校しました！（６月２４日） 民主化が進んできているとはいえ、まだま

だ私たちにとってあまりなじみのないミャンマーの生徒との文通

をサポートしてくれている学生ＮＰＯ団体が来校しました。放課

後、新規に文通を始める１５人の１年生はオリエンテーションを

受け、２、３年生はミャンマーからの返事を受け取りました。ま

た彼らが見聞したミャンマーの現状も紹

介してくれました。


