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歓迎の言葉（入学式での英語のスピーチです）

Dear first year students:

It is an honor to be here representing all the junior and senior students of the International Language Course, or

Kokusaigoka, of Yokohama Hayato High School. I, Eiichiro Sawamura, would like to welcome you to the big family of

Hayato. I hope that today will be a wonderful and special day for you.

Two years ago I felt the same way as you probably do right now. You must be anxious to know what it is like to be a Hayato student,

nervous if you can make new friends, and wondering how your school life is going to be, and how the lessons will be.

Don’t worry if you feel that way. The ILC has a lot of activities that you can enjoy and through which you can improve your English skills.

One example is that we have a study program overseas. In this program, you will learn about many different cultures in Canada and you will

meet many people with different cultural backgrounds. You will get the chance to experience something that you may have never

experienced before.

At Hayato, we have several native English speaking teachers and many friendly Japanese teachers, as well as the junior and senior

students who will help you with any problems. Don’ t be shy - ask me or the other seniors whenever you need help.

Right from today, you are one more addition to Hayato High. I would like to advise you to make many friends, try new things, and be

ambitious about your goals for the upcoming three years.

I absolutely hope that your three years at Hayato will become a precious memory for the rest of your life and that you will feel that you made

the right decision in choosing this school. I wish every one of you great success in whatever you do at Hayato.

Thank you and have a great year.

Eiichiro Sawamura

7
th

of April, 2016

Congratulat 地歴公民科 先生方の紹介～国際語科は皆さんを歓迎します！

i o n s o n の後藤田で １Ｃ担任、 中野です。私たち国

s t a r t i n g す。君たち 国語科の一 際語科は「知り、考

your new に負けない 木です。国 え、行動する」国際

life here at くらい今年 際語科だか 人になるための様々

ILC! I hope you all are ready for an は英語の勉強をして、話せるよう らこそ、自 なプログラムを用意

(other) amazing year ahead. Let's learn に頑張ります。国際語科で過ごす 国の文化を大切に。何かに打ち込 して待っています。「えいやっ！」と動き出

a lot, laugh a lot, and no matter what 学校生活は特別です。君たちにと む高校生活を送りましょう。頑張 そう！せっかく隼人に来たのだから、好奇

happens, ‘Face to the SUN' and aim って Special な１年にしましょう。 って下さい。 心をもって何でもやってみよう！

high together. １－Ａ担任 １－Ｂ担任 １－Ｃ担任 コース付き

２Ａ担任、 ２ Ｂ 担 任 ２Ｃ担任の ２年Ｄ組担任の柴

英語担当の で、数学科 遠藤です。 田です。保健体育

鳥居です。 の 小 野 で 皆さん、今 を 担 当 し て い ま

カナダから す。授業は 1 年の目票は す。何事も一生懸

帰ってます 年生しかあ 決めました 命取り組んで、頑

ます英語に対する学習意欲を高め りませんので、いろいろな機会に か？僕の今年の目票は、「早く国際 張ってください。いろいろなことに挑

ている２年生のみんな、今の気持 顔を出し、みんなとの接点を増や 語科になじむ」です。来年の３月 戦して自分を高めていってください。

ちを忘れないで！よろしく！ して行ければと思っています。１ 末に一皮むけた自分と共に進級で

２－Ａ担任 年間よろしくお願いします。 きるよう、１日１分１秒を大切に

２－Ｂ担任 過ごしましょう。 ２－Ｃ担任 ２－Ｄ担任

こ ん に ち 生物＆情報 高井です 保健体育科の髙野祥

は。 3-A 担 の小林と申 国 際語科 太郎です。髙野先生

任の東城で します。元 で の学び は２人いるので間違

。3 年生の 気一杯の国 や 色々な えないようにお願い

皆 さ ん 、 1 際語科で、 イ ベント します。メリハリを

年生、2 年生が誇れるような最高学 そのパワー以上に元気にみなさん はみんなの世界を広げてくれ つけて学生生活を悔いの残らないように過

年として頑張ろう！お互いこの 3 と触れ合っていこうと思っていま るはずです。是非積極的に頑 ごしましょう！１年間よろしくお願いしま

年間の集大成です。よろしくお願 す。「諦めない心」、それを基に頑 張りましょう。 す。

いします。 ３－Ａ担任 張りましょう！！ ３－Ｃ担任 ３－Ｂ担任 コース付き

ご入学おめでとうございます。国際語科は自律 入 学 式 の 黒 板

をして自分自身で行動できる国際人としての第 は、２年生の先

一歩を踏み出せる場所です。是非全ての行事に 輩が描いてくれ

積極的に参加して、自分自身の資質を高めてく ました！

ださい。 国際語科主任 松本先生 これもＩＬＣの

Hello all the ILC students. The new school has 伝統、ウェルカ

just ム･ブラックボ

started and I'm happy towork with you. I hope ードです！

each one of you will make this year fruitful and ↑Ａ組 ↑Ｂ組

mean-ingful. I look forward to seeing you in

class! 国際語科副主任 山口先生 ←Ｃ組




