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在校生の送辞在校生の送辞在校生の送辞在校生の送辞～卒業式（３月１日）にＩＬＣの在校生が卒業生に向けて読んだ送辞です。

Good morning ladies and gentlemen. My name is○○○○ and on behalf of all the junior students of the InternationalLanguage Course I
am really honored to stand here to deliver some words of thanks to the class of 2019. I would like to convey my sincere congratulations to you, the
graduating students, on your graduation.

Looking back on these two years, you showed us your kindness and positivity in many events. Before we went to Canada last year, you told
us many interesting things about the local school students and the exciting activities that you did during your three weeks in Canada. You gave us
even more to look forward to and we got to have valuable experiences. You also gave us accurate advice on the Japan Fair so wecould give delight to
our audiences.

In club activities you took leadership and brought members together. You behaved as models of what we wished to become. When we were
in trouble or wanted someone’s help, you were always there.

I will never forget the day before an English words test. You came to our classes then, encouraged us to study harder, and you also told us
about entrance exam preparation even though you were busy with your own studies. Surely your words raised our consciousness after that day.

From tomorrow, such reliable and exemplary seniors are not coming to school anymore. When I think about it, I feel sad but you will always
be in the International Language Course.

We promise to pass down our wonderful traditions to the upcoming grades. You start your new life on this very special day with big hopes.
Each of you will take a different path to your future goal. Youmay have a lot of difficulties and may sometimes feel lost. Whenever you are in
trouble, please remember these past three years you spent atYokohama Hayato High School. I think it can lead you in the right direction. And above
all, I want you to be proud of yourself and be proud that you area Hayato graduate.

We, the juniors of Yokohama Hayato High School, are very happy to have met you and we wish for brightness and happiness in your future
lives. And a heartfelt congratulations on your graduation.

Thank you.
○○○○

に参加しました！（２月１５日、１６日）に参加しました！（２月１５日、１６日）に参加しました！（２月１５日、１６日）に参加しました！（２月１５日、１６日） 新型コロナウィルスの影響で、

参加者は若干少なかったものの、ＩＬＣ生徒５８人がこの催しに参加し、

神奈川の国際協力ＮＧＯ、ＮＰＯ、国際団体がそれぞれ行ったセミナーを

聴講しました。ＩＬＣでの１年間を学びで締めくくるこの催しに、生徒は皆何かをつかんだようです。

ＩＬＣでは瀬谷ボランティアバスでの活動紹介 ２５名ほどが参加してくれました。大人の方や他校の高校生も

と、災害についてできることを学ぶセミナーを主催。 私たちの発表を熱心に聴いて下さいました。

前半は、瀬谷区社会福祉協議会の主催で 瀬谷区災害ボランティア 後半は「災害検定」から数問クイズ形式で

行われている「瀬谷ボランティバス」での活動、 の方々に、瀬谷での災害 出題し、その後「災害に際して私たちができる

被災地支援で参加している「希望が丘商店街 についての活動をお話 こと」についてグループディスカッションをして

フェスティバル」の報告。 いただきました。 意見交換をしました。

〈ＩＬＣ生徒が参加した、その他のセミナーで学んだこと〉〈ＩＬＣ生徒が参加した、その他のセミナーで学んだこと〉〈ＩＬＣ生徒が参加した、その他のセミナーで学んだこと〉〈ＩＬＣ生徒が参加した、その他のセミナーで学んだこと〉

●セミナーを聞いて「誰かのために行動したい」という思いが強くなりました。心からそう思うことができたため、やる気をもらっ

たように感じました●生きるたのしさそれを超えた学校に行くたのしさ、美味しいごはんをたべる幸せ、友達と馬鹿みたいに笑う毎

日、学校で受ける授業のたのしさ。もっともっと教えたいことはある。これはお金でかいけつできない。現地に行って、このような

ことをたくさんの子に教えたい●このイベントに来ていた人の中には市役所で SDGsに関係する仕事に就いている人や学校の先生、
大学生や食品企業で働いている人など様々な人がいて、実際にコミュニケーションをとって色々な視点からの意見が聞けて普段学校

生活だけでは学べないものを得ることが出来て参加して良かったと思った●私がお話を聞いた所には、大学生で一緒に海外に行って

支援活動に参加したという方がいて、海外に一緒について行くだけでもすごく勉強になって自分の成長にも繋がると感じたので、学

生の間にでも支援活動に参加できる機会があれば、そこにも参加してみたいと思いました●国際フォーラムというから結構大きめの

ホールでやるのかと思いきや案外小さかった。しかし内容はどれも濃いものだったので行った甲斐があったと感じた●この講座を受

けて、私の日々の生活がいかに恵まれているのかを学びました。何気なく食べているご飯や何気なく受けている授業に感謝をしたい

です●この講習に参加して、私は沢山の新しいことを学びました。まず、ワークショップを行った時に、グループのメンバーが全員

大人の方で、青年海外協力隊やアフリカで夏休みの期間だけ先生をしたという人もいました。その方達と交流をして私は、皆さん本

当に世界のことに興味があり、変えたくて、それを行動にしっかり移していることろが凄いと思いました●同年代の子たちのそんな

行動にも刺激を受け、自分も考えるだけではなくこれからは実際に行動していきたいと思いました。これからもボランティアや講演

に参加していきたいです。


