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ＩＬＣのネイティブ紹介！ 授業だけでなく、朝のホームルームやスピーチコンテストでお世話になっている６人のネイティブの
先生方を紹介します！ おしゃべりしに職員室を訪ねてきて下さい！
スコット先生
アルバロ先生
They say that time moves faster when you
Hello! Welcome to ILC! My name is Alvaro
get older, which is why I feel like I wrote a
Leiva, but you can call me Mr. AL. I am the
greeting like this a few weeks ago … but I
only teacher from Canada. This year, there are
hope your year is so full of new, exciting,
many students at this school. I am hoping to
interesting things that THIS year is stuck in
meet all of you, and I hope you are eager to
your memory forever. And maybe you can share some of your speak with me and all of us Native Teachers. Welcome to ILC family. I am
excitement with me, so I’ll remember it too …(?)
sure you will enjoy your years at this school!
サミュエル先生
ジェレミー先生
Hello, new Hayato students! Welcome
Hello new freshmen! Welcome to High School
back, old Hayato students! It's time for a
and Welcome to ILC! I look forward to getting
new year. Let's do our best in class, clubs,
to know all of you! I know we will have a
and making friends with new classmates. I
great time in Kamakura! And I want to talk to
nd
rd
hope you enjoy your year, and I hope you
the 2 and 3 year students more, too! (^-^)y
can have a good time at Hayato!
Come visit any time! And … come to me for 手話, too!
キング先生
High school is the beginning of your
transition from childhood to adulthood.
Your voices will change and your
responsibilities will get heavier,but it is
allpart of growing up. Study hard! Play
hard! Work hard! When you feel like giving up, that's when you need to
work even harder than before.

ミッシェル先生

Hello, everyone! I'm very excited to be
teaching here at Hayato this year. I think
if we work hard, we can all learn a lot
and have good experiences. Let's all do
our best! (^u^)

三部合同公演会（４月２３日）和太鼓部、ソングリーディン
三部合同公演会（４月２３日）
グ部、レクリエーション部の三部による合同公演が本校で行
われました。校外での発表で活躍しているこれらの部活の発
表を校内で見ることができるのは文化祭とこの公演だけ。多
くの生徒が観覧して大盛況のうちに終了しました！

希望が丘商店会フェスティバル２０１９でボランティアをしました！（４月２８日） 本校の通学
路にある商店街のお祭りに、毎年ボランティアで参加しています。ＩＬＣの生徒も約５０名が参加し
ました（隼人全体は１２０人のボランティア）。また生徒会は東日本大震災以降つながりがある、東
東
日本大学附属昌平高等学校（いわき市の私立学校）の生徒会５人が顧問の先生とともに来校し、一緒
日本大学附属昌平高等学校
に合宿して準備から加わって、いわきの物産を販売しました。特に福島県立平商業高校のプロデュー
スしたフラムーネ（フラダンスで有名ないわき市のフラダンサーのキャラクターの入ったラムネ）は
まさに飛ぶように売れて、いわき市を宣伝して復興のお手伝いをしました。利益は今後、いわき市に
寄付する予定です。

リサイクル担当の生徒も、来場者の方々とお話をしながら楽しく
ボランティアができました。

いわきへの応援メッセージ
を書いてもらいました。

コスプレをしている
来場者の方と！

〈生徒の感想〉●例年通り活気に満ちあふれ、隼人ブースにもたくさんの
〈生徒の感想〉
方に来ていただけました。このボランティアを通して地域交流の大切さや希
望が丘に住む方々の温かみを知ることができました。
●地域との繋がりやボランティア活動に参加するということの大切さを
再認識すると同時に、これからの活動に繋がるような、今までの自分に足
昌平高校の５人と一緒に活動しました。
りなかった知識をえることができました。
ステージでいわきからのメッセージを伝えました。 ●昌平高校の生徒のみなさんとの交流の中で、自分たちにどんな支援ができ
これからも、ＩＬＣは東北被災地とともに
るかをまた考えさせられました。来年も参加したいです。
活動していきます！

