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新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。国際語科は一つの「家族」です！ 私たちは新しい「家族」を迎えるのを嬉し

く思います。これから楽しく、また一生懸命学校生活を送っていきましょう！

入学式で先輩が英語で歓迎の言葉を下さいました。改めて読んでみて下さい。

３年Ｄ組

Good morning ladies and gentlemen, ○○○○

I am Noa Ishikawa and I am here to represent the 2nd and 3rd year students of the ILC international language course and Iwould like to say a few
things to welcome you to the big family of the International Language Course of Hayato high school.
First of all, let me tell you one thing.“Do your best”. If you want to improve your English, make the most of everything we offer here. There are
several native English speaking teachers, many good Japanese English teachers and also us, the 2nd and 3rd year students. So please do not hesitate to
talk to us. We all are ready to help you any time. I guarantee you'll have a blast here at Hayato. The more you study, the more you get!
We have a lot of extra curricular activities both inside and outside of school. You will have a School festival which is called SHUNKI-SAI, a Sports
festival and so on. Especially the school trip to Canada willgive you wonderful experiences and good memories. You will stay with your host family
and go to school to have English lessons and other activities. During that trip you will introduce Japanese culture to thelocal people. Prepare for it as
much as you can.
From today, you are members of Hayato High. I would like you tomake many friends, try new things that you’ve never done before, and be
ambitious about your future goals. For some of you, Hayato may not have been your first choice but this place is really nice. You’ ll realize that the
ILC Hayato is the best place to learn. I give you my word you will not regret it. I hope all of you have an awesome time here! Thank you.

Noa Ishikawa

教頭・国際語科主任 国際語科副主任（国語） １－Ａ担任（英語） １－Ｂ担任（英語） １－Ｃ担任（社会）

松本 弘 先生（社会） 中野 卓弥 先生 東城 拓也 先生 三嶽 浩二 先生 江川 由香里 先生

２－Ａ担任（社会） ２－Ｂ担任（国語） ２－Ｃ担任（英語） ３－Ａ担任（英語） ３－Ｂ担任（英語）

後藤田竜平 先生 一木純子 先生 國富 綾 先生 鳥居 夏代 先生 高井 幾世 先生

３－Ｃ担任（英語） ３－Ｄ担任（保健体育） 国際語科付（英語） 国際語科付（数学）

遠藤 篤 先生 柴田 仁司 先生 山口 敦夫 先生 鈴木 真也 先生

●ようこそ、国際語科へ！ 国際語科は卒業生、在校生を含めて自分たちを家族だと思っています。新入生も遠慮なく先輩、先生に

何でも相談して下さい。国際語科には現在マスメディアなどでよく使われるダイバーシティ（多様性）に対応した学科です。様々な

アクティビテイがあるので積極的に参加して自分の可能性を広げて下さい。（松本）●（松本）●（松本）●（松本）●とにかくいろいろなことに挑戦して下さい。

どんどんみなさんに課外活動を紹介します。「一歩踏み出す」１年を！（中野）（中野）（中野）（中野）●英語科の東城拓也です。一年生、一緒に色々なこ

とに挑戦しましょう。二年生、三年生、また今年もよろしくお願いします。（東城）●（東城）●（東城）●（東城）●ご入学おめでとうございます。何を隠そう、

私自身もみなさんと同じように、この３月に中学校を卒業した『国際語科の新入生』です。新たなスタート、今からわくわくします

ね。一年間よろしくお願いします！（三嶽）（三嶽）（三嶽）（三嶽）●１年Ｃ組の担任で、世界史の授業を担当します。ショートカットが特徴です。この出

会いを大切に、皆さんと楽しんでいきたいです！（江川）（江川）（江川）（江川）●国際といえば英語！ という空気の中で地歴を担当します。楽しむ時は

楽しむ！ しめる時はしめる！ メリハリをつけて生活しましょう。皆さんをワールドワイドな世界にお連れします（後藤田）（後藤田）（後藤田）（後藤田）●２

年Ｂ組担任の一木純子です。教科は国語で、毎朝７時には職員室にいます。超早朝指導を受けたい人は、是非お申し出下さい（（（（一木一木一木一木））））

●●●● Congratulations on your new start! Hope you all are super ready for the adventure here at ILC. Work hard, no regrets!（國富）（國富）（國富）（國富）●ひとを大切に

し、自分も大切にする国際語科です。自分を持ちながら、他も尊重することができるのが国際語科です。そんな国際語科の仲間とし

て、一緒に頑張っていきましょう。（（（（鳥居鳥居鳥居鳥居））））●３Ｂ担任、英語科の高井です。今年も日々新たな気持ちで頑張りたいと思っています。

一緒に頑張りましょう。（高井）（高井）（高井）（高井）●３年Ｃ組担任の遠藤篤です。新たな１年が始まり不安な事も多いと思いますが、一緒に解決して

いきましょう！（遠藤）●（遠藤）●（遠藤）●（遠藤）●保健体育を担当しています。何事も一生懸命取り組んで、頑張ってください。いろいろなことに挑戦して

自分を高めていってください。（（（（柴田柴田柴田柴田））））● Oh, boy! Why am I here? Aren't I supposed to be retired? Aren'tI supposed to be enjoying a walk in my
neighborhood or watching a soap opera? Is this some sort of senile dementia? Well, whatever. I'll help you out as much as I can. I hope you'll have
a great school year!（山口）（山口）（山口）（山口）●私は数学が苦手、嫌い、わからないといった数学に困っている皆さんのお手伝いをすることを得意とし

ています。少しでも前向きに数学を学びたいと思っている皆さんの助けになれればと思います。よろしくお願いします。（鈴木）（鈴木）（鈴木）（鈴木）


