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ＩＬＣ（ＩＬＣ（ＩＬＣ（ＩＬＣ（The International Language Course）にようこそ！）にようこそ！）にようこそ！）にようこそ！ 私たち「国際家族」は新入生の皆さんを大歓迎しま

す！ 英語たくさん勉強しよう。校外活動どんどん参加しよう。そして世界にはばたく国際人への第一歩を踏

みだそう！

入学式での歓迎の言葉を採録します。読んでみよう。

Welcome Address
The International Language Course

Dear freshmen,
On behalf of all the junior and senior students of the International Language Course of Yokohama Hayato High School, I would like
to welcome you all to Yokohama Hayato High School.
The International language course is very fun and unique among the various courses. Through many interesting school events such as
English speech contest and volunteer activities, you will improve your English skills and self-confidence. The most exciting activity is
the school trip to Canada. There, you will experience many different cultures and learn about multiculturalism. Also you will spend
an unforgettable, memorable, and incredible time with yourhost family.
Now your new high school life has just started and you have become part of a big family: The Hayato family. I know you are
nervous and worried about how your school life will be. But it’s all right! We Senpai are always happy to help you. We all hope
you will enjoy your School life and have a great time.
Finally, I sincerely hope that your three years will become astrong foundation to fulfill your dreams in the future. I wish every one
of you great success and good luck in whatever you do. Thank you very much.

ＩＬＣ教員紹介です！ＩＬＣ教員紹介です！ＩＬＣ教員紹介です！ＩＬＣ教員紹介です！

ＩＬＣはみなさんの好奇心をくすぐるよ グローバルな人材を育成するために、留学

うな「仕掛け」がたくさん！ 一歩踏み を推進しています。大きな世界に飛び出し

出して忙しく動き回ろう! ましょう！ 応援します。

（国際語科主任 中野 卓弥 国語科）

（教頭・留学担当 松本 弘 社会科）

１－Ａ担任 英語科 １－Ｂ担任 国語科 １－Ｃ担任 英語科 ２－Ａ担任 英語科 ２－Ｂ担任 英語科 ２－Ｃ担任 数学科

中嶋 健太郎 小林 由佳 國富 綾 東城 拓也 三嶽 浩二 鈴木 真也

３－Ａ担任 社会科 ３－Ｂ担任 国語科 ３－Ｃ担任 保健体育科 国際語科付 英語科 国際語科付 英語科 国際語科付 理科

後藤田 竜平 一木 純子 松尾 梨紗 山口 敦夫 雪城 亜矢子 林 亮太

〈先生方からＩＬＣのみんなへ〉〈先生方からＩＬＣのみんなへ〉〈先生方からＩＬＣのみんなへ〉〈先生方からＩＬＣのみんなへ〉皆さん、初めまして。今年度から国際語科に配属になりました、英語科の中嶋です。「能力よりも

人柄」です。謙虚な姿勢で何事にも主体的に取り組んで下さい。宜しくお願いします！（中嶋）（中嶋）（中嶋）（中嶋）●初めまして、今年度から国際語科

に配属になりました、国語科の小林由佳です。初めての担任で緊張しておりますが、何事においても一生懸命取り組めるクラスにし

たいと考えております。よろしくお願い致します（（（（小林小林小林小林））））● Welcome to the ILC family, freshmen. Welcome back, juniors and seniors. As
long as you keep your mind open here at the ILC, there are many doors ready for each one of you. It's time to test your limits and break
through! Let's make this year special for all of us. （國富）（國富）（國富）（國富）●１年生、入学おめでとう。とにかくユメタンの勉強をしてください。２

年生、また一緒に過ごそう。自己中しないで。３年生、１年後に笑って次のステージへ進んでいることを願っています。一年間よろ

しくお願いします（東城）（東城）（東城）（東城）●国際語科のみなさん、こんにちは。２年Ｂ組担任の三嶽です。いくつになっても学ぶ姿勢を忘れず、失

敗を恐れず、今年も色々なことにチャレンジしていきたいと思います。一緒に成長していきましょう（三嶽）（三嶽）（三嶽）（三嶽）●数学でお困りの方、

勉強方法がわからず悩んでいる方、その他相談に乗ります！ 学校内で見かけたら気軽に声をかけて下さい。今年度もよろしくお願

いします！！（（（（鈴木鈴木鈴木鈴木））））●地歴公民を担当します。国際語科は己の姿勢次第で大きく成長できる場所です。積極性を忘れないで下さい。

「やり抜くこと、自律すること、感謝すること」を目標に、3 年生と引っ張っていけたらと思います。よろしくお願いします（後藤（後藤（後藤（後藤

田）田）田）田）●３年Ｂ組担任、国語科の一木です。皆さんは歌舞伎に興味はありますか？少しでもある人は７月８日（日）に一緒に国立劇場

へ行きましょう（一木）（一木）（一木）（一木）●はじめまして。松尾梨紗です。教科は保健体育です。女子バスケットボール部の顧問をしています。人生

一度きり。楽しく過ごしましょう（松尾）（松尾）（松尾）（松尾）● Dear all the ILC students. The new school year has started! Welcome to Hayato High, freshmen.
Welcome back, juniors and seniors. I decided to come back to help you out. I hope this year is going to be enjoyable and fruitful for all of us.（（（（山口山口山口山口））））
●中高６年間、バドミントン部に所属していました。英語圏の留学先は、アメリカのシアトルに２回行ったことがあります。大学に

通ったりホームステイしたりしました。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします（（（（雪城雪城雪城雪城））））●国際語科所属の林亮太です。昨年、

２年前は普通科進学コース３年生の担任をしていました。教科は理科です。１年生しか授業では関わりませんが、フレッシュな気持

ちでとにかく楽しい１年間にしたいです（林）（林）（林）（林）


