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◇ 義 捐 消 息 ◇ K

消　　　息
本校新 (2012) 學年度起原有行政組織教務處、�訓導處、�事務處、�進學

處重整為教務處、�學務處（原訓導處）、總務處（原事務處）、推廣處。

本校 2009 年度起實施二學期制至本年度試行檢討後，新 (2012) 學年

度起恢復三學期制，並維持週休二日。

⑴

⑵

�1.�2011 學年度畢業典禮寄付金

������台北駐日經濟文化代表處�五萬円          
������台北駐大阪經濟文化辦事處�五萬円       
������大阪中華總會�三十二萬円
      中三家長王成明先生�一萬円
�2.�日華親善協會寄付本校十萬日圓學生獎學金。

�3.�校友（15 屆）�王汝昌先生寄附本校一萬日圓。

 4.�小一家長山下女士寄贈小一教室加濕器、吸塵器各一台。

在此深表感謝

教員異動消息
⑴ 本校王德蘭老師在校服務多年期滿，將於本年度榮退。�另劉秋燕、�高

田靜子、�安實章夫三位老師將於本年度退職。�新 (2012) 學年度起將新

聘專任教師王彥凱、邵盈榕老師、兼任教師伊東教晶 ( 理科 )、�徳富
愼弥 ( 日語、�理科 )�老師任教。
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給大阪中華學校應屆畢業同學的贈言

畢業特刊

台北駐大阪經濟文化辦事處���������處��長����黃��諸��侯

������每年就在櫻花即將盛開的前夕，就是學校進入畢業的季節。今天是大阪

中華學校初中部第六十二屆�、小學部第六十五屆、幼稚園第四十五屆的畢業

典禮，首先謹代表中華民國政府祝賀應屆畢業生，順利完成一個階段的學業，

今天開始大阪中華學校又將新增許多傑出的校友。

������知識是一座寶庫，��而實踐是開啟寶庫的鑰匙。畢業不只是一個階段的結

束，更是另一個嶄新階段的開始。各位同學在大阪中華學校度過了幼、少年

的黃金歲月，珍惜現在擁有的同窗情誼，尤其更應牢記師長們的諄諄教誨與

叮嚀，迎向人生的挑戰。未來，各位同學的輝煌成就，都將是大阪中華學校

的驕傲與榮耀。

������同學們都知道，大阪中華學校係日本關西地區唯一實施正統中華傳統文

化教學之僑校，為順應雙語甚至多國語言的國際潮流，培育多才多藝、品德

兼備的華僑子弟，一直都是大阪中華學校的的理想與目標。在廣受華僑及日

本各界的協助與支援下，大阪中華學校能有今天的成果，除了同學們本身的

勤奮努力外，更要感謝家長們的支持、老師們的耐心與愛心，以及學校理事

會理事們的戮力經營。

������努力勤奮是成功的基石，積極進取與腳踏實地是成長的動力。在未來的

歲月，不管遇到任何艱難挫折，唯有先辛勤的耕耘，才能收到豐碩的果實。

本人由衷地祝福畢業同學百尺竿頭，�更上一層樓，�期望大家秉持「在學習中

成長，在成長中求快樂」，勇於接受考驗與磨練，並以「對人要感恩、對事要

用心、�對物要珍惜」的態度，��樹立華僑在僑居地社會之良好形象，將來學成

之後，更能貢獻己力、造福僑社、報效國家。
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お 祝 い の 言 葉

学校法人大阪中華学校　理事長　　友田　松三

　平成２３年度、中学第６２回、小学第６５回、幼稚園第４５回の卒業式
に当たり、理事会を代表いたしまして、お祝いを申し上げます。この伝統
ある大阪中華学校でご卒業を迎えられた皆様、本当におめでとうございま
す。心からお慶び申し上げます。また、皆様のことを大切に育ててくれた
保護者の皆様方のうれしいお顔を拝見して、本当に心からお祝い申し上げ
ますとともに、お子様の健やかな成長をお祈り致します。また、熱心に指
導くださった先生方、活動にご協力を賜わりました理事会の皆様、特に大
阪府庁、僑務委員會、教育部、駐日代表處、駐大阪辧事處の本校に対する
多大なるご支援、ご指導を賜わりまして、本当にありがとうございました。
　今日は卒業生の皆さんは、三年間、六年間、長い人は幼稚園から中学ま
で計算すると十年以上過ごしたこの大阪中華学校とお別れをします。中華
学校での行事、修学旅行、運動会、遠足など楽しかった思い出がたくさん
あるし、先生に叱られたことも、勉強でしんどいときも、お友達とケンカ
したこともあったでしょう。皆さんはこれから別々の日本の学校へ進学し
ても、ここで学んだこと、育った思い出や友情は格別だと思います。ここ
でしか味わえない貴重な体験は、皆さんの一生の宝物でありますし、これ
からの人生に大いに役立つはずです。卒業はお別れの場であると同時に、
新たなスタートの場でもあります。皆さんそれぞれの目標に向かって新た
な一歩を踏み出してください。
　さて、皆さんご承知の通り、わが大阪中華学校は民族学校ですが、最近
は校内の伝統行事以外に地域社会にも溶け込んで、文化交流が盛んに行わ
れ、両国の架け橋の役割も担っているのは自負できると思います。少子化
問題で毎年生徒が減って行く現状の日本学校と違って、毎年定員オーバー
の申込殺到で、生徒数は常に飽和状態といううれしいニュースがある反面、
校舎の設備投資や改善はいくつかはなされ、今月から耐震補強の工事も進
んでいるものの、校舎の狭さや老朽化という大きな課題も残っております。
学校の施設の不備のため教育に支障をきたすことがありますので、引き続
き皆様方のお知恵を拝借し、ご協力を賜わりたく存じます。
　最後になりますが、ご参会の皆様方のご健勝、ご多幸を祈念申し上げま
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����校��長������陳���雪��霞

祝�福�與�勉�勵

して、これからも温かい目で、子供たちの成長を見守っていただきますよ
うお願い致しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。本日は誠にお
めでとうございます。

������初春時節，殘

雪飄雨，點滴心頭，

聽驪歌聲起，已是

我親愛的中學部第

六十二屆、小學部

第六十五屆、幼稚

班第四十五屆的阪

華子弟們，在本校

的學業告一段落，

即將踏上另一個新

的里程，可喜可賀

的日子，本人謹代

表全體教職員，為

同學們在校期間努力的成果表示嘉勉。

������畢業是一段學程的結束，也是另一個階段的開始，在這畢業前夕，回想

起各位同學來到本校進入幼班、小學，升上中學，度過了幼少年的黃金時光，

在這裡每個人不僅身心茁壯了，學識增長了，也結交了許多好朋友，留下許

多美好的回憶，更從師長的教導中，學會了做人處世的道理。大阪中華學校

一直秉持著〝禮義廉恥〞固有中華文化倫理道德的精髓，作為品德生活教育的

準繩，讓同學們在潛移默化中接受薰陶，培養高尚的人格，蘊育美好的氣質。

在古禮傳統美德已經淡漠的現代人類社會中，四維校訓的精深內涵，仍然啟

發著我們所有師生，展現人性良知良能的光輝，無論天涯海角，希望同學們

銘記在心，讓「�禮義廉恥」伴隨大家走向圓融美好的人際社會，迎向永遠幸

福的人生道路。

������同時，在這裡與同學們一同回想去年三月十一日，東日本九級大地震，

震破了大地，震碎了數不盡的家園及建設，也震驚了全球人類，大家在電視
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報導上，在網路訊息上，都看到了巨大海嘯瞬間襲來，擊破無數的村鎮，捲

走成千上萬的人命，僅僅數秒間，大地上滿目瘡痍，家破人亡，慘不忍睹，

目前災區受難的民眾，生活都還陷於極度的困頓，相信大家都感同身受，同

體大悲，希望我們繼續盡自己所能，發揮人類同胞愛，用實際行動來幫助苦

難的同胞，更重要的，希望我們每個人都能從震災的悲痛中震醒，記取學校

長年來不斷呼籲的環保運動，從日常生活中，避免地球自然環境再破壞，祈

求地球村上的全人類，都能有一個美好的生活環境。������

������在大家即將踏出校門的此刻，校長還要提醒同學們，今天能夠學而有成，

除了自己的努力外，回顧從小到大，不知受到家庭、學校、社會上多少人的

照顧與扶持，希望同學們要常存一份感恩的心。尤其要記住，能夠就讀日本

關西地區唯一正統的華僑學校，是難能可貴的，大家要珍惜，感念華僑先輩

前賢創校辦校的苦心，牢記母校培育的恩澤，老師們的諄諄教誨，家長會的

配合，理事會的努力經營，還有辦事處、僑委會及大阪府的支持，這麼多的

愛心是同學們永恆的後盾，期待同學們從這麼多的愛當中，學會服務奉獻，

長大後能夠發揮自己的才能，樂於回饋社會，為母校爭光。

������即將離開母校的同學們，充滿愛與歡樂的大阪中華大家庭，將在你往後

的人生歲月中，帶給你無限的信心與勇氣。進入新環境後更要繼續努力，當

你遇到困難，遭到挫折時，別忘了回母校來充電，這裡永遠是你們溫暖的家。

最後，祝福大家抱著大阪中華學校的驕傲與自信，勇敢地走出下一頁燦爛精

彩的人生。

　　致畢業生歡送詞���������在校生代表　中二　黃沛瑮

������時光匆匆，各位學長學姐們，看似漫長的三年中學生活，今天就是一個

總結了。

������這充滿酸甜苦辣的三年，校園裡的每個角落，一草一木，都有著學長們

度過充實歲月的痕跡；學校的老師、同學、學弟妹們，也一起陪著您們走過

狂暴叛逆也溫馨的思春期。這期間，也許喜多於憂，也許煩多於樂，但是，

不管您們的感覺如何，都要在今天成為回憶，畫下句點。

������一想到從今以後，操場上再也看不到您們打球的身影，走廊上再也聽不

到您們的歡笑聲。我深深覺得，情難捨、人難留。離別的不捨，在我心中掀

起了淡淡的傷感。但，流逝的是時間、不變的是友誼。在此重新思慮……很

高興認識您們，很歡喜您們是我們的學長、學姐。

春風，輕輕吹過；櫻花，片片飄落。

������此刻，心中的回憶好比跑馬燈似的，一幕幕地閃過……種種美好的回憶
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烙印在我們的心中，點點滴滴刻在心頭，直到永遠……永遠。親愛的學長、

學姐們，您們將抬頭挺胸，勇敢無畏的踏出校園，步向更新的一層樓，而等

著您們的將是一片燦爛的海闊天空。

������雖是離情依依，我謹在此獻上所有在校同學的祝福，珍重再見！

������������傷離別　離別雖然在眼前　

������������說再見　再見不會太遙遠　

������������是有緣　珍惜這份緣　就能再見面

������������我們更期待　相逢在另一個燦爛的空間

　　　　三年生を送る言葉　　　中二　諏訪　勝
　三年生の皆さんへ、私は皆さんの「下級生に残す言葉」を聞いて、心が
晴れました。なぜなら、今まで、いつから勉強しようか、また、どのよう
に勉強すればいいかとよく悩んでいたからです。
　それが、皆さんの助言で、心が吹っ切れました。
　皆さんは、後一週間たらずで卒業なさるので、正直さみしいですけれど、
高校生活という新しい人生に踏み出してください。もし、何か問題があれば、
学校に来たり、私からのおすすめは AKB48 の歌を聞いたりするといいで
しょう。
　今までありがとうございました。

　　　　下級生に残す言葉　　　中三　北川　祐傑
　中二のみなさん、来年はいよいよ受験ですね。中三になると勉強の事で
頭がいっぱいになります。そして、五ツ木の模擬テストが八回あります。
テストの結果でストレスがたまったり、悩んだりする事が多いと思います。
ですが心配ありません。一生懸命努力し、今までやってきた事を思い出して、
緊張せずにリラックスして受験に挑めば必ず合格します。
「彼を知り己を知れば百戦殆からず」という言葉があります。自分の実力
を知り、相手の実力も熟知した上で戦えば、幾度戦いを重ねても敗れるこ
とはないという意味です。この言葉を思い浮かべ、五ツ木の模擬テストで、
自分と相手のレベルを知り、挑んでもらいたいと思います。ただし油断は
禁物です。油断すると大事な十点を落としてしまいます。入試は一点で合
否が決まります。だから一点を大切に頑張ってほしいと思います。
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畢業留言  中三畢業同學
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畢業留言   小六畢業同學
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◆ 2011 年度高校上榜名單◆

�學生姓名

尾塩理紗
中 島　 藍

北川祐傑
李  皓 智
速水夏奈
竹 內  櫻
田口仁美
川端祐貴
鄭  点 点
中村孝平
古川美加
川村慧美
岩谷采音
安  海 蒂
松 井   愛
程  玫 綾
李  佳 男
黃  翊 銜
陳  登 元
王       淳
姜  佳 秀

         考取私立高校名稱
四條畷学園高等学校（総合コース）
大阪夕陽丘学園高校（特進 II コース )
阪南大学付属高校（総合進学コース )
上宮高校（プレップコース )
オーストラリア留学
大阪夕陽丘学園高校（総合進学コース）

大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
金光藤蔭高校（進学コース )
清明学院高校（文理特進コース )

大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）

大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
清風南海高校（３カ年特進 )
桃山学院高校（文理科）
清風高校（文理科）
上宮高校（プレップコース )

������考取公立高校 ( 前期 )�名稱

大阪市立南高校（国語科）
大阪府立扇町総合高校（総合学科）

大阪府立大塚高校（普通科）
大阪市立難波中学校３年編入
大阪市南高校（英語科）
東大阪市立日新高校（英語科）
大阪府立布施北高校（普通科）

大阪府立旭高校（普通科）

大阪府立長吉高校（普通科単位制）

大阪府立住吉高校（国際文化科）

大阪府立三国丘高校（文理学科）
大阪府立四條畷高校（普通科）

大阪府立長吉高校（普通科単位制）

#######
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一、春假期間：

������三月二十四日至四月八日。

二、�中學部返校日：

������四月八日（星期日）上午十時。新

中二、中三返校。

三、開學日期：

������1��新生入學典禮：四月九日（星期一）

上午十時�。新小五、小六、中二、中三

同學代表參加入學典禮��上午八時二十分

到校，十一時三十分放學。

����2��開學典禮：四月十日（星期二）上

午八時二十分全校同學到校，十一時三十

分放學。

�����3��正式上課日：四月十一日（星期三）

四、假期生活注意事項：

��1��早睡早起，注意身體健康。

��2��行路時要注意交通安全，並遵守交通

������規則。

��3��注意不良少年引誘，不參加校外不良

������活動。

��4��飲食要注意清潔，不可暴飲暴食，少

������吃生冷食物，以免感染疾病。

��5��每天幫助父母做家事，外出時要稟告

������父母。

��6��假期中星期一到星期五，��學校都有�

�����老師值日�（上午十時至下午三時）�

�����，如遇到困難需要老師處理，可隨時

�����回校請教。

�����* 學校電話；06-6649-6849

��7��時時發揮自治精神，時時自愛進取。

��8��注意自己言語行動，爭取大阪中華學

������校的最高榮譽。

五、假期作業；

��1��小一、小二遵照導師規定作業。

��2��小三 ~ 中二各班除任課老師規定以

������外，假期中需閱讀中、日文書籍各��

������三冊後選其中各一冊書寫；

����ㄅ�中文讀書心得報告一篇。

����ㄆ�日文讀書心得報告一篇。�

大阪中華學校一百學年度春假生活注意事項

一百學年度日文作文比賽得獎名單

組����別 第�一�名 第�二�名 第�三�名 佳����作

小學低年級組 倪泰然 金明實 廖奕傑 朴章鎬

小學中年級組 岸部智美 劉美月 張玉陽 則武利鷹
淺香有輝

小學高年級組 楊凛香 秋田小梅 黑田惠美 草場沙織

中���學���組 安海蒂 川端祐貴 田口仁美
小林寿里�

諏訪���勝
宮崎由衣

板東妃美佳
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2012 學年度教職員的介紹
����������������◇專任教職員◇

教師姓名　�職　務���������������擔任班級

陳雪霞　　校�����長�������

蔣　燁　　教頭兼總務主任��������

林洵真　　教務主任         ����������小四

陳柏齡　　學務主任����������������������中二

鄭若梅　　推廣主任���������������������中一

薄懷湘　　總務助理（出納事務）���小三

賴愛華　　教務助理（進學主事）���中三

林美杏　　學務助理�������������������小六

蔣雪齡　　學務助理�����������������小五

邵盈榕　　教務助理�����������������小二

蔡世蓉������教務助理��������������������小一

卜永珠������總務助理�����������������幼班

王彥凱������推廣助理��

職員姓名���������

陳美菁������事務

�������◇兼任教員・講師◇

教師姓名　　���　����擔��任

劉燕燕　　���������國�����������文

村井久美子���������音樂、樂隊

鷲原篤子�　�����　日　　��語

西谷浩明�������　��社���������会

榎本洋子������������日　　��語

伊東教晶������������理　　��科

徳富愼弥������������日語、理科

程亦華　　���������幼�班�輔�佐

李惠芳������　　���民�族�舞�蹈

魏麗玲������　　���國����������樂�

Gerald�Staggers������英��會��話

��������������◇校醫◇

���和田彰子

���張秋雄

���王孝福

校友
  園地

・第 12届（1962 年卒業）　クラス幹事　　 　胡明信
・第 21届（1971 年卒業）　クラス連絡係        王孝壽
・第 28届（1978 年卒業）　クラス幹事　    　ト永和
・第 37届（1987 年卒業）　クラス連絡係    　楊知美
・第 40届（1990 年卒業）   クラス連絡係　 　林学謙
・第 44届（1994 年卒業）   クラス連絡係　　李佑靉
・第 49届（1999 年卒業）   クラス連絡係　 　陳穎群

★各届のクラスの幹事、連絡係の方、ご連絡ください。        ト永和

★大阪中華学校校友会（ob会）Facebook ページを開設しました。

　大阪中華学校卒業生専用のページとなります。中学部、小学部問わ
ずに、 すべての校友が入会可能です。校友の皆様、是非活用してくだ
さい。　　                                                                             陳穎群

クラス幹事、連絡係の方



《小学部低学年　最優秀賞》
　　　　　　学校ではこんなことをしています　　　小二　倪　泰然
　学校では、べんきょうやあそびをしています。
　べんきょうもいろんなことをしています。たとえば、算数、国語、英語です。
それと中国語もやっています。ぼくたちの学校は、ほかの学校とちがって、中か
学校です。中か学校はとくべつに中国語の算数で、中国語の生活科をやっています。
でも、日本語の算数や、日本語の生活科は、やっていません。ところが、日本語
の音楽はやっています。そういうようにぼくたちの学校は、ふつうの学校よりも
科もくが多いです。
　それと、いろんなコンテストがあります。作文コンテストと絵かきコンクール
もあります。作文コンテストといっても、二しゅるいあります。一つは、中国語
の作文コンテストで、二つ目は、日本語作文コンテストです。そういうようなコ
ンテストがありますが、さんかできるのは、えらばれた人だけではありません。
自分で、さんかしたいばあいは、手を上げて、さんかできます。もし、さんかし
たい人が多ければ、ちゅうせんできめます。だから、さんかしたい人は、ちゅう
せんで、あたったりしたら、さんかできます。ですから、毎年、いろんな人がさ
んかしています。
　それに大会や、おまつりなどがあります。おまつりには、ししまいのげきがあっ
たりします。たべものも、たくさん売っています。それに、どれも、とてもおい
しいです。それと、ゲームみたいなあそびもやっています。すごく楽しくて、あ
そびだしたら、とまらないぐらいです。さらに、お母さんたちが、作ってくれたりょ
うりをたくさんはんばいしています。あったかいものや、つめたいものもありま
すが、やっぱりものすごくおいしいです。毎年やってるので、ぜひ、あそびに行
きたいです。
　学校の遠足もおもしろいところに行きます。今年は、社会科見学に行ったりし
ました。小一、小二、小三は、昆虫かんです。いろいろな昆虫がいて、もっとも
楽しかったです。あと、動ぶつ園も行きました。動ぶつ園では、こわそうな動ぶ
つとやさしそうな動ぶつなどがいました。とてもはく力がある動ぶつがたくさん
いました。やってることがとてもおもしろい動ぶつもいました。ちなみに、去年
の遠足もとっても楽しかったです。こういうように楽しみながらいろんなことを
していくと、だんだん自然をもっと好きになれます。
　さらに、この学校には、仲間がたくさんいて、みんなやさしいので、とっても
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たすかります。仲間が多いおかげで、あそびが、たのしくなって、けんかもすく
ないです。それに、みんなきょう力しあって、べんきょうがよくすすんで、一日、
一日がすごく楽しくて、その生活もあきないので、すごくいいです。でも、ぼく
たちの学校は、ゆうぐがすくないです。けれども、みんな、いろんなあそびをか
んがえ出したおかげで、ゆうぐがなくても、楽しくあそべます。
　ぼくは、お母さんにこの学校にいれてもらって、なによりもかんしゃします。
ぼくは、この学校に入れてうれいしいです。

《小学部中学年　最優秀賞》
　　　　　　今年一年何をがんばりたいか　　　小三　岸部　智美
　私は、今年一年がんばりたい事が、三つあります。一つ目は、なわとびの二じゅ
うとびを、つづけて百回する事です。二つ目は、ピアノのコンテストで本選に出
て賞をとる事です。三つ目は、中国語を話せるようにする事です。
　なぜそういう事を考えたかというと、一つ目のなわとびの二じゅうとびをつづ
けて百回するという事は、私のお母さんは、二じゅうとびが上手です。子どもの
ころは、つづけて百回できていた。といっていました。私はお母さんと同じよう
につづけて百回できるとかっこいいなぁと思いました。だから、二じゅうとびを
がんばる事にしました。二つ目の、ピアノのコンテストで本選に出て賞をとると
いう事は、私は一年生からピアノのせんもんかに入りました。そしてもう三年も
たちました。けれども、一回も本選に出た事がありません。それに、私のクラス
で金賞をとった子がいます。私はそれがうらやましくて、今年こそ本選に出るぞ
とかたく決しんしたのです。三つ目の、中国語が話せるようになるという事は、
小さいころに中国語が話せるようになると、大人になって、中国や台わん、色々
な所に遊びに行けるからです。
　みなさんは今年一年何をがんばりますか。わたしはこういう事をがんばりたい
です。一つ一つがんばって、うさぎとかめの、かめのように、少しずつ進んでい
きましょう。がんばっていれば、最後にはぜったいに目標がたっせいできるので
すよ。

《小学部高学年　最優秀賞》
　　　　　　　　わたしたちと自然　　　小五　楊　凛香
　自然̶̶それは地球の大切な資源です。自然̶̶それはわたしたちの生活を支
える大事な遺産のようなものです。わたしたちは何度も何度もお世話になり続け
てきました。
　自然とは、本当に神秘的なものです。動物達が住めるような環境を作りだし、
水をたくわえたり空気を入れ変えたり、ましてやパワースポットなんてあるんで
すから。わたしたちにとって、なんてすばらしい守り神なんでしょう。
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　また、自然は芸術的なところがあります。例えば、自然遺産。偶然できただけ
なのに、どうしてあんなに美しいのでしょう。花だって、そうです。最初は、あ
んなに小さい種なのに、なぜあんなに美しく咲きほこれるんでしょうか。今、世
界的な問題になっている「地球温暖化」。去年の夏休み、理科の自由研究で少しそ
のことについて調べてみました。すると、ある島が水没するおそれがあるという
記事を見つけました。なんとその島はとても小さく、九本のヤシの木しか残って
ないのです。わたしもこのことにはびっくりし、あわてて自由研究にかきました。
　また、心打たれる記事もありました。東日本大震災で、ほとんどの松の木は流
されましたが、奇跡的に一本だけ生き残った松の木があったらしいのです。その
木の根はもうボロボロで、今にも倒れそうですが、何もない所で一本だけ強くまっ
すぐに生き続けているのです。とても感動しました。自然は時に、生きる勇気を
わたしたちに教えてくれます。
　わたしたちの生活を支え、生きる勇気を教えてくれ、芸術を見せ、わたしを楽
しませてくれるのに、どうしてわたしたちは自然をよごしたりするのでしょうか。
自然でも、命があります。生きています。生き続けています。それなのにどうし
てでしょうか。わたしたちのその無意識な行動で、たくさんの自然がなくなり始
めているのです。わたしたちはそのことを、もう一度考えなおす必要があるのです。
わたしたちと自然̶̶それは、わたしたちの自然に対する使命として、真剣に考
えていくべき問題だと思います。

《中学部　最優秀賞》

　　　　　　わたしにとっての「幸福」　　　中三　安　海蒂
　幸せとは、どう感じることでしょうか。ただ「今日はこんなことがあって嬉しかっ
た」「今日誰と遊んで楽しかった」などだけでは、幸せだと言うには、何かが足り
ないと思います。私は、「嬉しい・楽しい」と思うのと同時に胸のたかなりを感じ
たり、「今、生きていて、ここにいて良かった」などと思い、嫌なことなどを忘れ
ることができる、そのような気分になること、それを「幸せ」と呼ぶのではない
のかなと考えています。
　私が「幸せ」そう感じる時は、大好きなチーズケーキやブラウニーなどのケー
キを自分で作って、食べることです。家族や友だちにも食べてもらって、「美味し
かった」と言ってもらえたらさらに「幸せだなあ」と思います。また、親せきに
誕生日やクリスマスのプレゼントに欲しかったものをもらった時も、同じく「幸
せだなあ」と感じます。
　しかし、私がこれまでに述べた「幸福」はどれも一時的なもので、「あの日ケー
キを作ったから、あの日欲しかったプレゼントをもらったから、私は今日も明日
もその次の日もずっと幸せだ」とそういう風に感じることは、あり得ないと思い
ます。
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��������������������������������������特刊 -- 防震保命���������������

�������������������������������������������������������������������������������小一��廖奕傑

*�『地震包』是地震時，拿了就要逃的「快速背包」----

1. 地震包裡有哪些東西？

2. 地震發生時怎麼辦？

A：躲在安全的地方、保護頭部、關火、開門、穿鞋子

3. 地震後又該怎麼辦？

A：不要慌張、收集消息、和家人一起行動

　はっきりと言って、大体一時的な幸せを感じさせてくれるのは、「物欲」だと私
は考えています。物欲によって幸せを感じることはごく普通のことで皆そう感じ
るだろうと思います。しかし、物欲も度を過ぎれば恐ろしいものです。私の場合
に合わせると「もっとケーキを食べたい・もっとプレゼントが欲しい」そうなれ
ば数年後の私は、太って身体を壊し、さらには欲張りで嫌な人になってしまいます。
そんな事態になるのは決して良くありません。そのためには、自分の欲に歯止め
をかけないといけないのです。欲は、ほどほどでないと将来大変な思いをします。
嫌な思いをするのは自分だけじゃなく周りの人にも迷惑をかけてしまいます。
　先ほど挙げた「一時的幸福」とは逆に「継続的な幸福」の例も挙げたいと思い
ます。継続的な幸福は、物を通して感じることはあるけれど、物欲から来るもの
ではありません。人から人へと心を通わすことによって感じる気持ちだと思いま
す。たとえ、自分が嫌いだと、嬉しくない、楽しくないとそれに対して感じてい
たとしても、それが自分の将来を明るくし、自分を虚しい気持ちにさせることの
ない、そんなものだと思います。
　私にとっての「継続的な幸福」は、きっと家族や友人、学校の先生方、今この
学校で中国語を学べている、それらであると思います。本当に自分のことを思っ
てくれる家族や友人、そして先生方は、今好きになれなくても、ゆっくりと少し
ずつ好きになっていけると思います。
　私にとって本当の幸福は、私の挙げた「継続的な幸福」だと思います。私も、
その幸福を誰かに感じさせることができるようになりたいと心から思っています。
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�����������我的學校�����小一

（一）金次華瑚

����我的學校是大阪中華學校，

我的學校在大國町，我每天坐

電車來上學。����因為我的學校

有教室，有大樹，還有很多小

朋友。

����我在學校裡常常和很多朋友

一起玩，所以，我覺得很快樂！

（二）新井府熹

����我的學校是大阪中華學校，

在大阪，我每天和爸爸騎腳踏

車上學。因為我的學校有老師

和可愛的同學，有大樹，還有

幸運草。

����我在學校裡常常讀書，所以，

覺得很高興。我愛我的學校，

我希望認真讀好書。

������������������公園裡����小一

（一）賀來碧

����公園裡有紅紅的花，有高高的樹。還有一棵大大

的樹。樹上有小鳥在唱歌，歌聲很好聽。我還看到

蝴蝶飛來飛去，好像在吸蜜汁，可愛極了。

����公園裡有椅子，可

以休息。我看到有人在

休息，我也想去公園了。

（二）新井野杏里

　　公園裡有花，  有綠

綠的草地。還有一棵大

大的樹。樹上有蜜蜂在

唱歌，歌聲很高興。我還看到蝴蝶飛來飛去，好像在

跳舞，可愛極了。

����公園裡有椅子，可以休息。我看到有人在休息，我

也想去睡覺了。
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�������������������������我的假日生活����小二

（一）倪泰然

����每到假日，我都會和弟弟還有爸爸一起去公園玩。

����到了公園，有許許多多不同的樹，有沙，還有秋千。

我們先踢足球，接著玩跳繩，然後盪秋千。雖然這個公

園很小，但是可以欣賞許許多多不同的樹木。

����去公園玩，除了很開心以外，還可以看到很多植物，

真是假日的好去處。我希望下次能到更大的公園去玩。

（二）則武政良

����上次放假時，我和家人去

爬山。

����到了山上，那裡有樹，有

小河，還有大橋。我們先爬

山，�接著去看河，然後吃中

餐。這個山雖然很小，但是

空氣很新鮮。

����去爬山，除了可以呼吸新

鮮的空氣以外，還可以享受

美麗的河景，真是很有去。我希望下次能和同學一起去

爬山。

������������������������節分����小二

（一）田中小春

����今天是節分的日子，今天大家拿豆子丟鬼。我們把鬼

趕出去說：惡鬼出去，福氣進來。

����我心裡也有鬼，就是電動鬼、說話鬼和愛吃鬼。我心

裡的鬼越來越大隻。所以，我常常被老師和媽媽罵。

����今天我把三隻鬼趕出去後，就變得很輕鬆。以後，我要聽老師和媽媽的話，做一

個小好孩子。

（二）金玟採

����今天是節分，節分是用豆子把我的心裡的鬼趕走。

����我心裡有什麼鬼呢？我心裡的鬼有小氣鬼、打人鬼和愛吃鬼。今天，就要丟掉這

三個鬼。

����我希望新的自己是不小氣、不打人和不愛吃的人。如果可以再長高，就更好了。

17
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　　　　　　　在廁所的旅行����������������小三�����雷千尋

����媽媽把世界地圖貼在牆壁上，每次上廁所的時候，我就一個一個的去認識地球上

的國家。

����在地圖上，我找到了四大洋，有大西洋、北冰洋、太平洋、印度洋。媽媽還告訴

我地球上百分之七十是海洋，百分之三十是陸地。我還在地圖上找到了七大洲：大

洋洲、歐洲、亞洲、北美洲、南美洲、非洲和南極洲，我知道了我們住在亞洲的東部。

媽媽還告訴我有趣的記憶方法，例如：阿根廷的首都是布宣諾斯 • 艾利斯，可以想

像出不愛鬧事的艾利絲；匈牙利的首都市布達貝斯特，可以想像成日文的小豬的背心；

丹麥的首都是名叫哥本哈根，可以想像成丹麥有一位哥哥，名叫「本哈根」。我覺得

這樣記法既有趣又容易。

����我現在覺得每次上廁所都好像周遊了一遍世界。

�����������������������寒冷的冬天����������������小四��上田惠理

����最近變得好冷，而這也就是寒冷冬天的感受。在戶外，我每天都覺得好冷，我去

學校時都穿大外套，戴手套。在家裡開暖氣，就變得好溫暖喔！

����最近沒辦法吃冷的東西了，現在最好吃的是熱湯，喝了全身變得很溫暖，因為天

氣變得很冷，所以偶而也會下雪。我很喜歡下雪，雖然沒有積雪，但是可以看到雪，

我就很高興。

����我不喜歡冬天， 因為很冷。但是冬天有寒假、�聖誕節和新年，�這些節日我都很喜

歡。其中，我最喜歡新年，因為可以拿紅包，又可以吃很多好吃的料理，還有可以

看到有趣的新年電視節目。

����我不喜歡冷，但是有了這些節日，所以我不討厭冬天了，而且漸漸的也喜歡上冬

天了。另外，我不討厭冬天的理由是可以吃到好吃的橘子，還可以和家人及朋友去

滑雪。

����所以雖然我很怕冷，但寒冷的冬天裡，有很多快樂的事喔 !

��������������������身為小學部最高年級應有的態度與反省����������小五

（一 ) 黑田惠美

����當一個好棒的六年級生，是很難的事情，小六是幼班到小五的模範，讓學弟、學

妹說：「喔！好優秀的一班啊！」所以我們升上小六後，要做個很棒的模範班級。

����小六有很多快樂的事情，特別是最高興的修學畢業旅行，可是也有傷感的事

情，一旦畢業了，一定會有好朋友要離開的，所以突然又不想當小六了。

總之，在畢業之前，跟大家一起生氣，跟大家一起傷心，跟大家一起歡喜，還有跟

大家一起吵鬧，我一定要和大家留下很多、很美好的紀念。

（二）姜尚希

����現在對六年級並不熟悉，但我知道小六要教學弟學妹，做一個好榜樣。首先，就

是要尊敬老師，和同學和睦相處，互相幫助，不吵架，並且多和學弟學妹親切的接觸。
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����現在的小五，雖然愛吵鬧，問題很多，但是每一個同學都是超厲害的，于婷舞蹈

棒，佳柔是唱歌高手，于淇、凜香畫圖一級棒，惠美鋼琴彈得呱呱叫，光明會演戲，

小梅更是十項全能，只要大家發揮這些超能力，升上小六以後的我們，大家同心協力，

相信一定會有很好的表現。

（三）廖于淇

����我希望我上小六後一定要做到的目標是：第一、要把全部的音標、單字都背好。

第二、日文要能全聽得懂，會讀日文書，會寫日文作文。第三、畫圖要更進步，爭

取比賽前三名。第四、體育上課的項目側翻，一定要學會。

����我希望除了我要努力以外，我更期待我們班上同學也要一起加油，努力成為很優

秀的小六。

（四）小松桂輔

����升上小六，我要好好學習，聽老師的話。功課不遲交，上學不遲到，更不要一被

老師罵，就擺個臭臉。

（五 ) 佐野圭祐

����我升上小六後有很多的反省與改進：寫功課時要很漂亮的寫，還有不要遲到。然

後對學弟學妹溫和的說話，對老師的態度要尊敬，要聽老師的話。

再來最重要的是不要和同學打架，希望小五的壞毛病，通通能改掉。

（六 ) 田谷まなみ

　�男生很愛吵鬧希望，希望上小六後這些找麻煩的男生能聽老師的話，安靜上課，

認真學習。

　　　　　���������������������畢業前夕���������小六

（一）�任思翰

����時光的腳步總是這麼匆匆！匆匆！彷彿在昨天，我們像一雙雙快樂的小鳥，吱吱

喳喳的飛進美麗又溫馨的校園。

����當身邊的小樹增添了六道年輪，當我們的羽翼變得豐滿，我們又將飛離美麗的校

園。別情依依，在這畢業的前夕，相信你一定心潮澎湃，讓我們動筆寫下心中的萬

語千言吧！

����小二時，我因為林老師的支持參加了演講比賽，我發揮了全力，可是我還沒有拿

到獎。但是，老師安慰我說：「失敗是成功之母。」小四的時候，我記著老師的話，

還有陳美蘭老師的支持，又參加了演講比賽，終於我成功了！拿到了第一名。

����中華學校的每一位老師都愛護我們，陪同我們健康的成長。母校的一草一木，母

校的一桌一椅，都見證著我們的成長，都記錄著我們的歡聲笑語。
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（二）河合華

����我回想小一的時候，我是日本人的孩子，所以中國話一句也不懂。我小一的成績

就很差，漸漸的我長大了，中國話也可以講，可以聽，成績也一點一點的進步了，

我很高興，學會了中文了。

����我特別感受到，在大阪中華學的每一天都很快樂，很充實。有時會想「好想去日

本學校」，可是，我已經在大阪中華學六年了，現在快要小學畢業了。我很感謝老師

們的教導，讓我能講中國話，並會寫中文作文；我還可以學到中國民族舞蹈，而且

學到了特殊的跳舞方式。

����我在小三的時候，我沒有朋友，後來和岩谷綾華成為好朋友，她喜歡兔子，我喜

歡青蛙，我們是志同道合。在學校我們形影不離，休假日也一起玩，和她在一起真

快樂！我在這六年，我交到了好多朋友，也很高興中國話會說了！謝謝！大阪中華

學校！

������������������������������我為什麼選擇了中華學校��������������中一�

（一）岩崎友輝

����我為什麼選擇這個學校，理由是我從小一到小六在中華學校學中文，如果我去別

的學校呢？我應該會忘記中文。我的姊姊去了附近的學校，姊姊忘記了很多中文，

我也想去姊姊的學校，但是姊姊說：「不要來我的學校，我們不和，應該會一起打架。」

����小一來大阪中華學校，來的時候一句中文都不會說，可是到了小一後半，我學會

了�ㄅㄆㄇㄈ，以後我就喜歡中文了。小六的時候也想去別的學校，又想留在大阪中

華學校，我問媽媽，媽媽說：「大阪中華學校有日文、英文、中文，三種語言都有，

而且很開心。�」所以我最後選擇了中華學校。另外，�大阪中華學校還有很多課外活動，

其中我最喜歡的是露營和春節祭。

����其實我想在中學部的時候加油，就可以考上好的高中，中華學校的課外活動讓大

家都很開心，和別學校不一樣，很有文化特色，所以我留在大阪中華學校沒有後悔。

（二）田村仁鵬

����我選擇了中華學校的理由是 --- 小學一年級時，我的媽媽說：「你們要開始學中文

了。」然後，我和哥哥就轉到大阪中華學校了。�

����一開始，我只能說：「你好、謝謝」，這兩句話，課文也讀不了。於是我先學了ㄅ

ㄆㄇㄈ，學會了後就會讀課文了。會讀課文後，漸漸會說簡單的中文了，也大概會

聽一點了。小學低年級時，我還不知道中文的重要性，現在我想中文是很重要的。

����因為寒假時，我們一家人去新加坡時，在飯店裡，我和哥哥住同一個房間，那時

我不知道 wi-fi 的使用方法，所以我打電話給飯店的人，飯店的人說：Hello! 我說：「Can�

you�speak�Chinese?�」飯店的人說：「I�can�speak�Chinese.�」然後我們就開始用中文溝通了。

����沒有白學中文和英文，是我現在的想法，現在要用到中文和英文的機會很少，但

是將來絕對能夠學以致用。其實我剛來中華學校時，我很不願意學中文，但是現在

覺得會中文很便利！

����所以，大阪中華學校是一個很好的地方！
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（三）板東妃美佳

����我進到了中華學校，已經過了七年多了。在這七年當中，有許許多多難以忘懷的

回憶。學校不大，可是我見到了很多親切的老師、同學，現在上了中一，雖然班上

同學人數變少了，但也還和以前的同學來往。每次見到了朋友，一定會說：「好久不

見了！」

����我在讀保育園的時候，什麼都不懂很好奇，到了快要念小一時，突然覺得我到底

要去哪一個學校好呢？聽了爸媽的意見，爸媽給了我兩個選擇，第一個就是去日本

的公立學校，因為離家近很方便；第二個就是去大阪中華學校，在那裡可以學中文、

日文及英文三種國家的語言，又可以學到數學、社會等。我聽了之後，立刻回答：「我

要去中華學校，我想學中文和英文，以後好讓爸媽安心。」爸媽一聽，滿臉笑容期待

的說：「加油吧！女兒，我們永遠都支持你喔！」這就是我進大阪中華學校的第一步。

����我上了大阪中華學校，一點兒都沒有後悔，反而感到很幸福的。因為在這裡沒有

人欺負同學，老師很親切，又漂亮。上課時也很開心。雖然我有時表現的有些過分，

但這是我的本性，而學校也包容我並讓我發揮這本性中的潛能，我很感謝大阪中華

學校。

����我最喜歡這個學校的老師們、同學們！我想畢業以後，我一定會回來看未來的學

弟學妹們的笑容。我很慶幸爸媽幫我找到這麼好的學校！

�����������������������������珍惜��������������������中二��陳又菡

�������「�對這個世界你可能有很多的抱怨，跌倒了就不敢繼續往前走。為什麼？人要

如此的脆弱墮落 ......」

�����這是周杰倫的「稻香」。我很喜歡這一首歌，但不是因為它的旋律，而是因為它

包含了很重要的意義。特別是下面的幾段歌詞 ...「請你打開電視看看多少人，為生

命在努力勇敢的走下去，我們是不是該知足 ? 珍惜一切，就算沒有擁有！」

����現在的人太自我，忘了群居動物該有的能力 --- 大方和合作。但是有誰敢跟大家

說我們人不是最優秀的動物嗎 ? 怎麼動物都表現得比我們好？因為有一半以上的人，

都會覺得這個人瘋了。

����「為什麼你要浪費資源呢？」「因為不是我的啊！」許多人的想法都是如此，但珍

惜只限於自己的，才要珍惜嗎 ? 假如今天，你的資源被別人隨意浪費，你會怎麼樣？

����珍惜一切也包括了「人」。不論是朋友，還是仇人，我們都要珍惜這一段緣，為

什麼你現在會在這裡，他也在這裡？所以是否應該關心一下身邊，珍惜每一段的機

緣巧合，不要讓這得來不易的緣又輕易離開了。

����珍惜一切，不在於擁有，但現在人大多數都是擁有一切，不懂得珍惜。命是無法

輕易得到，但可以簡單容易的失去，這麼珍貴的東西，及和他有關的貴重的一切，

就這樣放棄，是最於笨的浪費。只要活著，就會有希望！

����珍惜一切，就算沒有擁有！
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2011 年度

學生作品展

(2012.3.14~15)

小三美術作品

小五美勞作品

幼稚班圖工作品

小四美勞作品

小二提早寫作

小一提早寫作
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兒童A班 兒童 B班

兒童 C班 兒童 D班

中二美術作品 中三美術作品

中一美術作品小六美勞作品
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兒童 E班 成人A班

成人A班

成人 C班 成人 D班

成人 B班
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