
 

 

 

 

 

 

 

               

At Hukuoka High School, we can …. 

高校生になったら、どんなことができる？ 
 

二戸市内小学校、福岡中学校、福岡高校のみなさん、英語の学習を楽しんでいますか？ 

Dear fellow students at Hukuoka (Happy Hill) Schools, do you enjoy studying English? 

この通信は、みなさんが英語の勉強をより楽しめるように、福岡高校の生徒たちが書いた英文を紹介したり、情報を発信したりす

るためのものです。 

For this newspaper, students at Hukuoka High School write articles or send information in English so that you can 

enjoy learning English much more.  We hope you will enjoy reading this paper! 

 

今回は、福岡高校 1 年Ａ組の皆さんに、 “What can you do at Hukuoka High School? 福岡高校に入ったらできることは？”

と聞いてみました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy Hill 通信 
しあわせのおか＝HUKUOKA      第 1号 

2017年 7月発行 

二戸市小中高連携による 

英語科授業づくり 

プロジェクト 

文責：福岡高校英語科 

クラスマッチ、福陵祭（文化祭）、

武道大会など、たくさんの行事が

楽しめるよ！ 
We can join a lot of school events. Ex) 
the class match, the school festival 
called Hukuryo-sai, and the martial 

arts tournament (武道大会). We can 

enjoy them very much!! 

手作りのお弁当を食べられるよ！

他のクラスの友だちともいっしょに

お弁当を食べられるよ！ 
We can bring and eat home-made 
lunch. 
We can eat lunch with friends in a 
different class. 

男子女子両方の友だちがたくさ

んできます！ 

様々な出身中学の友人ができま

す！みんな、やさしいよ！ 
We can make many boy-/girl-friends. 
We can meet many new students. A 
lot of students come to Hukuoka H.S 
from different junior high schools. 
They are so kind. 

ボランティア活動もたくさん経験でき

ます！ 
We can take part in a lot of volunteer 
activities. 

クラスマッチでは 2 日間にわたっ

てバスケット、バレー、卓球など

の競技で競い合います。各クラス

でオリジナルのクラスＴシャツを

作って着ることができます！ 
The class match is a sports-
tournament. We can enjoy the class 
match for two days. We can play 
basketball, table tennis, volleyball, 
and so on. We fight against the other 
1-nensei classes, our seniors, and 
the teachers. We can make our own 
class-T-shirt on the class match. 

自動販売機で好きな飲み物が買える

よ！ 

購買でパンやスイーツも買えます！ 
We can use vending machines and buy 
something to drink. 
We can use a school store and buy bread 
and sweets.  

文武両道（部活動と勉強の両

方をがんばること）を実践でき

ます！それが福岡高校の目

標のひとつです。そして、素敵

な先生方がたくさんいます！ 
We can do both studying and 
club activities hard. One of the 

goals of Hukuoka H.S is “文武両

道 .” And there are many great 

teachers in Hukuoka H.S. 

専門的なことも学べます！ 

先生方から個人指導を受けること

もできます。じっくり勉強できる！ 
We can learn technical things. 
We can get a chance to talk to 
teachers one by one. 
We can study long time. 

学校生活＝青春を思いきり楽しめます！ 

進路について考えることもできます！ 
We can enjoy our high-school life and the 
youth. 
We can think about our own future.  

図書室でたくさん読書ができますよ！ 
We can read a lot of books in the school 
library. 

 

 

 

 

 

 

 
福岡高校に遊びに来てね！ 

Please come and visit us at Hukuoka High! 

 

 


