
横浜隼人高等学校 国際語科通信 Vol.3１
201６･３･２２

卒業式送辞（３月１日）

Good morning. My name is Asuka Ikeda and I am honored to be here as a representative of the International Language Course. Today, I would

like to congratulate you on your graduation and recognize all of the efforts you have made during your high school years.

I would like to thank you all for helping us when we had some difficulties. I am a returnee from America and I moved to Japan last year. I was

extremely nervous and worried on the first day of attending Hayato. However, all of the seniors were so friendly and often times I received helpful

advice which lessoned my nervousness. Seniors not only from the International Language Course but also the General Course helped me and other

juniors, which we are very thankful for.

There were only a few events in which we could work together. Also our classes were on different floors, which made it more difficult for us to

interact. Although we seemed to have few opportunities to interact, you gave us advice when we needed help. You always cared about us. I

intended to be a senior just like you, who helps the juniors and shows care.

Starting from tomorrow, you will go your own ways. You may encounter difficult situations you never experienced during your high school years.

But please believe in yourself and don’ t be afraid to step forward. Other junior students and I are glad to have met you all as seniors. Please have a

wonderful future. Again, congratulations on your graduation. (2-C Asuka Ikeda)

３－Ａ担任 一木先生 ３－Ｂ担任 川瀬先生 卒業式後は、緊張もほどけて和気あいあいのクラスでのホームルームでした。

瀬谷バス募金（３月１１日）毎年本校生徒がお世話になっている「瀬谷ボラ

ンティアバス」のための募金活動が、東日本大震災のこの日に毎年行われて

おり、本校生徒も参加しています。この日は小雨の寒い中にもかかわらず、

１時間の募金活動で約９万円もの募金が集まりました！ ただ支援をしてい

る被災地釜石市はまだまだ復校したとは言いがたい状況です。今後も皆さん

の瀬谷バスへの参加・協力をお願いします！

ボランティアのつどい（３月１２日）本校生徒は１年間に多くのボランティア活動に参加しますが、

瀬谷区内のボランティア団体が一同に集まるこの会に、本校生徒も参加しました。当日は「釜石

からのメッセージ２０１６」という報告会も行われ、はるばる釜石から釜石高校生徒会のメンバ

ーも加わり

「瀬谷バス」

についての

発表も行わ

れました。

釜石高校、隼人高校の生徒会 釜石市社会福祉協議会 釜石高校の生徒会の生徒は ボラバスについて

これからも一緒に頑張ろう！ 菊地亮さん ３・１１当日の様子を話してくれまし。 中野先生も報告しました。

いままでの隼人生の 車いす体験の補助を 聴覚障害者向けの 釜石市の物産展も せやまるくんは

ボラバスでの活動を掲示 行いました。 「無音フラダンス」！ 大盛況！ 子どもたちに人気！

カナダ語学研修結団式（３月１４日）期末試験が終わってほっとつかの間、１年生はカナダ語学研修の結団式を行いました。次の週

の１７日にはカナダに旅立つことになる生徒ですが、まだまだ実感がわかない様子でした。

校長先生から 村山先生から 近畿日本ツーリスト

試験が終わった開放感でおおはしゃぎ？ 「隼人の代表 「感謝の気持ちを 長友彩乃さん

として頑張って」 忘れずに」 （実は国際卒業生！）

国際語科のカナダ語学研修は、名前の通りカナダで実践的に英会話の力を伸ばすことももちろんで

すが、日本文化紹介（ジャパンフェアー）や高校訪問といった「異文化理解」の学びや、ボランティ

ア体験など、多くの事を学んで帰ってきます。４月に一回り大きくなった彼らに会えるのが、今から

とても楽しみです！


