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１月８日

１月１４日

１月２１日

１月２６日

２月９日
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２月１１日

２月１２日

２月７日～１５日

２月１８日

２月２７日～３月１日

３月４日

３月９日

３月１３～１４日

３月１３～１５日

３月１９日

３月２０日

３月２２日

收檢寒假作業、正式上課

成人日�����休假

消防避難宣導影片欣賞

全校日文作文比賽

中國農曆除夕

中國農曆新年���在阪華僑春節祭

日本建國紀念日���休假

春節��補假

全校作業檢查

模範生選舉

期末大考、小六、中三畢業考

社區清掃睦鄰活動����中三下午停課開始

中國語班發表會

學生作品展

進級懇談

畢業典禮

春分日���休假

結業典禮

三月

二月

一月
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消　　　息

◇義捐消息◇ K

大阪中華總會訂於 2 月 10 日在本校舉辦「在阪華僑春節祭」，有本校

同學表演舞獅、民族舞蹈及國樂表演，並設有許多點心小吃攤位及抽

獎活動，歡迎各界撥冗參加，共襄勝舉。

新（2013）學年起學雜費徵收，將改為郵貯銀行自動扣款（口座引落）
，敬請各位家長理解與配合，詳情於日後另行書面通知。

本校中一任思翰、小五孟佳怡同學於寒假期間參加校外中國語演講比

賽，分別獲得中學組第一名，小學組第三名，表現優異，特予表揚。

⑴

⑵

⑶

�1.�日華親善協會寄贈本校蔣公學勵金十萬日圓，在此深表感謝。
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學校法人  大阪中華學校

新春福蛇 大家恭喜新春福蛇 大家恭喜新春福蛇 大家恭喜
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小二����歌舞表演

101 學年度學藝會剪影

小四����話劇表演

小一����話劇表演 幼班����樂器演奏

小五����歌唱表演 小三����朗誦表演

（2012.12.15）
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中二����話劇表演 中三����話劇表演

小六����話劇表演 中一����話劇表演

中
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校友
  園地 ・第 12届（1962 年卒業）　クラス幹事　　 　胡明信

・第 18届（1968 年卒業）　クラス連絡係        劉京子
・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 35届（1985 年卒業）　クラス連絡係    　李明聰
・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 42届（1992 年卒業）　クラス連絡係    　楊秋芬
・第 43届（1993 年卒業）　クラス連絡係    　洪政煉
・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

クラス幹事、連絡係の方

★各届のクラスの幹事、連絡係の方、ご連絡ください。        ト永和

【2012年度華語文能力測驗結果】

班級 測驗人數 合格人數

小六 30 30

中一 13 12

中二 17 17

中三 12 10

班級 測驗人數 合格人數

中三 3 3

班級 測驗人數 合格人數

中三 1 1

1 級（初級）

4級

3 級

宴



6

學 生
 園 地

���������������������������������������������������小三����楊晟龍

書名：行道樹的戀情

作者：鄭元春

大意：

����行道樹可以遮蔭，可以過濾空氣和噪音，還可以製造戀情。

����如果認真統計起來，在台灣可以見到的樹木何止千百，但被選來當行道樹的，恐

怕還不及十五分之一，這究竟是怎麼回事呢？

����因為行道樹有喬木與灌木之分，但不管其高度如何，總得具備若干條件，才夠被

成排的養在行道旁。

感想：

����我很喜歡植物，因為有植物，所以有空氣，還有我很喜歡綠色，因為綠色是和平

的顏色，所以我很喜歡綠色。

����我喜歡的植物是『阿伯勒植株』，因為植株既高且大，而在每一根枝椏間都緊密

地懸垂著數十公分長的花軸，�納曼妙的花穗兒在和風下款款輕擺，迎著朝陽閃爍金

光，放眼望去，說有多美，就有多美。

����我希望，大家都能愛護植物。

���������������������������������������������������小五����余��星

書名：灰姑娘

作者：北京出版社

�����灰姑娘有一位很壞的繼母，和兩個姊姊，她每天都很辛苦。有一天，為了王子

的婚事，國王舉行了一個盛大的舞會，並公告全國每一位女孩都要參加。可是，繼

母不讓灰姑娘參加，要她留在家裡做苦差。灰姑娘傷心難過，正在獨自哭泣時，有

一位善良的仙女，施了魔法，讓她穿上了漂亮的舞衣，還有一雙金縷鞋去參加舞會了。

舞會中，王子喜歡上她了，就在兩人快樂的跳舞時，十二點的鐘聲響了，灰姑娘匆

忙的跑走了。王子趕忙追出去，在樓梯上撿到了一隻金縷鞋。王子就憑著這隻鞋子，

找遍全國能穿進去這隻鞋的女孩，誰都無法剛好穿進去，只有灰姑娘最適合。

於是，有情人終成眷屬，王子和灰姑娘從此過著快樂幸福的日子。

感想：

����灰姑娘無奈的整天在廚房裡過著又髒又累生活，天天以淚洗面。這一句話讓我深

深的感受到：我有一個很幸福的家庭，灰姑娘本來也有個幸福的家，突然被可惡的

壞繼母破壞了，就在悲傷難過的日子當中，來了一個從天而降的好運，灰姑娘終於

又變成快樂幸福了。

����這個故事裡有十分悲傷的地方，也有非常快樂幸福的地方，就像人生的過程一樣

有喜有悲，所以我們要以平常心，充實過好每一天！

寒假讀書心得報告
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��������������������������������������������������小六����秋田小梅

書名：朱自清散文集『匆匆』

作者：朱自清

出版社：不詳

出版日期：1922 年 3 月 28 日

大意：

����時間在我們生活中的一舉一動中流失，當我們察覺到時，它也正在流失中，我們

的日子，我們的青春就這樣一去不復返。過去的日子如輕煙，如薄霧一樣消失了。

我們既然赤裸裸的來到這個世界上，就不再赤裸裸的回去。

感想：

����寒假已經過去了一大半，可是我的功課還有一大堆沒寫，媽媽督促了我許多次，

我都置之不理。新年的第四天，媽媽把這篇文章遞給了我，說讀讀看，我不耐煩地

接過來瞄了一眼，頓時，我便被開始的幾句話吸引住了。

���「�燕子去了，有再來的時候；楊柳枯了，有再青的時候；桃花謝了，有再開的時候，

聰明的你告訴我，我們的日子為什麼一去不復返呢？」好美的句子啊！繼續讀下去，

「洗手的時候，日子從水盆裡過去；吃飯的時候，日子從飯碗裡過去。」我感到了時

間的可怕，我在讀這篇文章時，日子也從書裡過去，也就是說不管我們在做什麼，

時間都在匆匆的從我們身邊過去。

����因此， 我們要珍惜時間，要珍惜好每一分每一秒，要在有限的時間裡做無限的事

情。做事的時候認真的做，玩的時候好好的玩，不要給自己留下遺憾。

����������������������������������������������������中一����任思翰

書名：名人傳

作者：羅曼羅蘭

大意：

����閱讀了羅曼羅蘭的名人傳，深有感觸。羅曼羅蘭是二十世紀法國著名作家，他的

作品是人們強大的精神支柱。�名人傳裡寫的是貝多芬、米開朗基羅和托爾斯泰的故

事，他們經歷了各種的磨難卻沒有向命運屈服，在生命的最後一秒仍不屈不撓的抗

爭者，最終成為了偉人。這也告訴我們了一個道理：艱難和挫折是對生命的最好錘

鍊！在這三位偉人當中，給我留下最深印象的是貝多芬。他對音樂有火一般的熱情，

先後創作了多件優秀的作品，他的作品深邃而輝煌壯觀，充滿了幻想。但災難還是

無情的降臨到他的頭上。在 1802 年，他意識到自己的聽力障礙已經無法治癒，並且

會很快惡化，但貝多芬並不因此感到氣餒，因為音樂使他生活持續希望。

感想：

����作為一名二十一世紀的一名中學生，社會的競爭更加激烈，我們的功課越來越繁

重，學習的困難也隨之增多，面對重重的困難與壓力，我們是不是需要這種精神呢？

是 ! 在遇到難題時，在學習成績下降時，讓我們「藉著貝多芬的光芒，再一次擦亮

我們的眼睛。」用頑強的毅力去實現理想。
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　　　　　　「花さかじい」をよんで　　　　小一　歐 思琳
　花さかじいがかわいがっていたシロがしんだのは、ほんとうにかわいそうだと
おもいました。
　おもしろかったところは、ほってもほっても出てくるものは、石ころや、かわ
らのかけらや、うまのくそ、うしのくそ、むかでにかえるというところでした。
　シロは、かしこい犬だとおもいます。なぜなら、たからものが、うまっている
山におじいさんとおばあさんをつれていったからです。とてもかんどうしたとこ
ろは、おじいさんがかれ木にシロのはいできれいな花をさかせたところです。

　　　　　　「猫檀家」をよんで　　　　　小二　川口　千音
　猫檀家には、さいしょおしょうさんとねている青い猫がいて、おしょうさんが
おきて猫に話しかけると、猫も、おきてきていきなりおしょうさんに話しかける
ところがすごくおもしろいです。あと、長者の娘がなくなると、娘が入っている
かんおけが空中にうかぶところにえらいお坊さまが、ありがたいお経をとなえて
も、かんおけは、おりてきませんが、村人の一人が、「猫と、くらしているおしょ
うさんがいた。」と言うと下りてきます。
　そして、村人の一人は、おしょうさんをよびに、いって猫に、いわれた通りに、
お経をいうと、かんおけがおりてきたところが、すっごくおもしろかったです。
　おすすめは、いきなり猫が、しゃべるところがおもしろいです。　　

　　　　　　読書感想文　　　　小四　岸部　智美
　私が読んだ本は、「マジカル少女レイナ　幻のスケートリンク」です。この本は、
マジカル王国から人間の国へやってきた１０才の魔法つかい、「レイナ」が、悪い
黒魔法つかいをみんなと力を合わせてやっつけるお話です。図書館のおすすめに
のっていたので読んでみました。
　一番心に残ったのは、物語の初めの方で、レイナが友達と一緒にスケートをし
に行った時に、リンクの下にあやしい影が見えた場面です。その影は、白い氷を
通して、血走った二つの目でレイナを見あげています。友達に言ってもみんな見
えないというのです。私は、どうしてレイナにしか見えないのか、不思議に思い
ました。そして、これからどんな事件が起こるのか楽しみで、わくわくしました。
　もう一つ心に残ったのは、事件の謎解きが始まって、レイナと王国の女王「セ
リカさん」と、その妹「ミカエル」が、王国のペンダントをぬすまれないため、
三人で力を合わせて守ったが、黒魔法つかいに取られてしまった場面です。レイ
ナがあやしい影の事を調べるために夜中にスケートリンクへ行くと、なんと氷の
下から手が出ていて、セリカさんのペンダントをぬすもうとしていたのです。そ
こにはミカエルもいて、一緒にペンダントを守っていました。レイナも一緒に守
りましたが、その強い手には負けてしまいました。私はすごくがっかりしました。
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しかし、「レイナが何とかしてくれる！！」と思い、最後まで見守っていました。
　私は、レイナのような強い子が大好きです。レイナと一緒に悪い魔法つかいと
たたかいたいなと思いました。勇気を出して、みんなと力を合わせるということ
が大事だと感じました。私もこれからグループで行動する時は、みんなで力をあ
わせようと思いました。

（一）林正希

����我家附近有一

個很大的公園，

那是我和朋友常

去的地方。公園

裡，有人在釣魚，

有人在玩球。我

會和朋友一起溜

滑梯、吹泡泡。

����公園是我最愛

去的地方，我真

希望每天都能去

公園玩。

（二 ) 野村宏佑

����我家附近有

一個很好玩的公

園，那是我和朋

友常去的地方。

公園裡，有人在

打電動，有人在

玩球。我會和朋

友一起吹泡泡、

玩遊戲。

（三）金山拓生

����公園是我最愛

去的地方，我真希

望每天都能去公園

玩。

����我家附近有一

個很好玩的公園，

那是我和姊姊常去

的地方。公園裡，

有人在玩球，有人

在跑步。我會和姊

姊一起打電動、溜

滑梯。

����公園是我最愛

去的地方，我真希

望每天都能去公園

玩。

（四）武南壯悟

����我家附近有

一個很小的公

園，那是我和妹

妹常去的地方。

公園裡，有人

在騎自行車，有

人在玩遊戲。我

會和朋友一起玩

球、玩遊戲。

����公園是我最

愛去的地方，我

真希望每天都能

去公園玩。

公園裡��������小一
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　　　　　　�����������寒假真有趣�������小二

（一 ) 張浩明����火鍋

����今天，天氣很冷，媽媽說：「天氣這麼冷，我們晚上吃火鍋好不好 ?」我高興得直

拍手，高興的說：「好哇！我要吃麻辣火鍋！」

����下午我和媽媽去超市買火鍋的材料，有牛肉片、豬肉片、海鮮食品，還有各種蔬菜，

最後還買了最愛吃的年糕。

����回到家裡，我幫忙媽媽一起準備火鍋，媽媽把材料切好，我幫媽媽整整齊齊地擺

在盤子裡，然後一盤一盤的端到飯桌上。最後對著爺爺和爸爸大聲喊：「吃火鍋啦

!」全家人圍坐在桌邊，高高興興的乾杯後就開始吃火鍋。爸爸愛吃魚，我幫他夾了

一塊又大又香的鮭魚，爸爸笑著說：「謝謝！浩明長大了，懂事了！」聽了爸爸的表

揚，我又食慾大增吃了好幾大口，不小心吃到了辣椒，辣得我大叫救命啊！逗得大

家笑哈哈。我連喝了幾口可樂後又接著吃，媽媽說：「辣火鍋就是這樣，越辣越想吃，

越吃越上癮。」

����今天真是有意義的一天，�幫媽媽做了家事，又吃了美味的火鍋，還得到爸爸的表

揚，真開心！

（二）內田壯��自然科博物館

����今天是十二月三十日，媽媽和我還有我的朋友，一起去參觀自然科學博物館。

����我看到了好大的恐龍化石，有雷龍、三角龍和劍龍等草食性恐龍，還有霸王龍，

它是肉食性恐龍，攻擊性很強。館內各式各樣的恐龍，看得我目瞪口呆，因為太像

真的了。

����看完了後，媽媽還幫我們買了恐龍玩具，我好高興啊！

（五）杉部愛美

����我家附近有一個

很乾淨的公園，那

是我和姊姊常去的

地方。公園裡，有

人在玩球，有人在

跑步。我會和朋友

一起盪鞦韆、吹泡

泡。

����公園是我最愛去

的地方，我真希望

每天都能去公園玩。
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（三）坂本美映

����今天是 12 月 23 日，我和尹真雅去真以采的家玩。真以采的家裡舉行聖誕晚會。

尹真雅拿來的草莓很好吃，大家吃得很開心！

����大家都帶來了禮物，所以互相交換禮物。我們三人準備的禮物都是文具用品，我

們要愛惜文具，而且想跟文具做永遠的好朋友。

����忘不了那一夜的聖誕晚會！

（四）宮川航輔����小豆島

����寒假期間我和爸媽去小豆島旅行。我們把車子開進渡船裡面，搖搖晃晃的到達了

小豆島。

����我們去參觀醬油工廠，買了很多的醬油回家。我真的不知道為什麼要跑到這麼遠

的小豆島來買醬油呢？

����������������������新年感言�������������������小四����張正一

����時間過得真快呀 ! 光陰似箭，轉眼 2012 年就要過去了，2013 年即將來臨。12 月

31 日是 2012 年的最後一天，爸爸的同事們也來到家裡，祝賀我們新年快樂。

����2012 年對我來說是個不平凡又難忘的年度，因為這是我來到日本的第一年，在這

些日子裡，我參加了學校的許多活動，不但讓我玩得既開心，也學到了很多知識。

從北京到日本經過了很多事物，初次來到了新的環境，新的學校，面對新的同學，

新的語言。剛來日本的時候，真的很難受，因為不會日語。但經過半年的磨練，現

在和同學成為了朋友，每天一起學習，一起玩耍，非常高興！

����從今起，我要把 2012 年不足的地方全部留在 2012 年，2013 年我要痛改前非，不

要讓爸媽生氣了。所以我一定要改掉以前的幾個過錯，如上課不要亂走動，不要以

自己為中心等，我一定會改正。

����最後，祝大家新年快樂，萬事如意，高高興興的過新年。

����������������������讀書感言�������������������中二����曹思杰

����書，陶冶了我的性情，書，豐富了我的知識；開闊了我的視野；書，給予了我人

生的啟迪。以書相伴，人生就會有大不相同。生活可以清貧，但不可以無書，博覽

全書的人，往往知識豐富，能集眾家之所長於其身，因此能使人喜歡讀書，並終身

受益。�

����雖然我們都知道要多讀書，讀好書，可是仍然有一些人沒有養成良好的讀書習慣，

究其原因，那是因為他們沒有對讀書產生興趣，興趣才是最好的老師。

����讀書的最終目的當然是為了提高對人性的認識，鍛鍊心胸，逐步訓練感受幸福

的能力，培養自信心，形成實踐能力。有道是「腹有讀書氣自華」，因此，養成閱

讀習慣將受用終身。閱讀習慣是在心靈深處裝了一部發動機，一個人養成讀書的習

慣，一輩子不寂寞；養不成讀書的習慣，一輩子不知所措！
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　　　　　　「冬休みのでき事」　　　　　小三　金山　未来
　１２月２１日から、みんながとても楽しみにしていた冬休みが始まりました。
私は、冬休みは大好きだけど、冬休みの宿題は、ちょっときらいです。けれど、
毎年書き終えます。
　お正月までに学校の宿題を終わらせて、親せきの人たちとおはかへ行きました。
外は、動かれないくらい寒かったです。おはかについて、はか石など、はか石の
周りの葉っぱとかいろいろそうじして、おそなえ物をおき、手を合わせました。
　そしてみんな自分の家へ帰りました。私はその後、おばあちゃんの家にとまり
ました。
　　　　　　「冬休みの思い出」　　　　　小五　田村　梨湖　
　私は１２月３０日に家族で石川県にいるおばあちゃんの家へ遊びに行きました。
私のいとこは、たくさんいます。その中
の一番小さくてかわいい、いとこが私達
を迎えに来てくれました。健太君といい
ます。健太君はまだ３才なので、すごく
かわいいです。たくさんいっしょに遊び
ました。石川県の冬はたくさん雪が降る
ので、私達はみんなで雪でたくさん遊び
ました。夜は、おすしを食べました。石
川県は海の近くなので、おすしはとても
おいしかったです。夜は、健太君の家に
泊まりに行きました。アンパンマングッ
ズがたくさんありました。夜は興奮して
いて、なかなか眠れませんでした。
朝はまた、おばあちゃんの家に戻りま
した。朝ごはんは、ステーキやトマトな
どたくさん食べました。おじいちゃんの家には畑があるので、出てくる野菜はほ
とんどおじいちゃんの手作りです。だからトマトもおじいちゃんが作ってくれた
トマトです。すごくおいしかったです。お昼はドーナッツを食べました。これも
おいしかったです。お昼を食べ終えると雪合戦をしに外へ出ました。たくさん積
もっていました。楽しかったです。この日はおばあちゃんの家に泊まりました。
１月１日、今日はもう一人のいとこが来る日です。ひで君といいます。ひで君
は中学三年生で、今は受験生です。とても優しいので大好きです。それに１月１
日は、ひで君の誕生日です。お母さん達がケーキを作っている間に外へ出て、ま
た雪で遊びました。ケーキができ終わると、ひで君の誕生日会を開きました。ケー
キはおいしかったし、誕生日会も楽しかったです。１月１日は、毎年みんなで温
泉へ行きます。だからお昼を過ぎると温泉へ向かいました。着くと早速温泉へ入
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りに行きました。気持ちよかったです。もう夜ご飯を食べる時間なので、バイキ
ングに行きました。色んな食べ物が並んでいて、その上、ソフトクリームまで自
分達で作れるようになっていました。お腹がいっぱいになると、卓球をしにひで
君と卓球をする場所へ行きました。卓球のやり方をひで君に教えてもらったので、
自分では卓球がすごく上手になったように感じました。もう夜が遅いので、お部
屋に戻りました。もう疲れていたので、すぐに寝てしまいました。
　１月２日、朝早く露天風呂に入りに行きました。外は寒くて、お湯は温かかっ
たので、身体のしんから温まりました。お風呂を上がると、またひで君と卓球を
しに行きました。終わるとまた、昨日のバイキングに行きました。昨日とはメニュー
が違うけれど、今日もすごくおいしかったです。もう帰る時間になったので、お
土産を買って、おばあちゃんの家に戻りました。おじいちゃんが用意してくれた
ビンゴゲームで遊びます。今回のゲームの景品はおかしが多かったです。私はた
くさんおかしをもらいました。夜ご飯は、すきやきをして食べました。
　１月３日は、私が大阪に帰る日なので、もう時間は短かったけど、健太君と遊
んだことや、温泉へ行ったことなど楽しかったです。次の温泉はどこに泊まりに
行くのか楽しみです。

　　　　　　「冬休み」　　　　　　　　　小六　西田　亜希
　冬休みより先に私と弟は、台湾に行きました。私達は、８時に家を出て、飛行
場に向かいました。飛行場に行ったら、真っ先にオムライスを食べました。１１
時に飛行機に乗って、２時に台湾に着き、その場で新幹線に乗り、高雄に行きま
した。台湾では、外でご飯を食べるのは珍しいことです。後は、夜に皆とゲーム
をして寝ました。
　次の日、私は６時に起きました。１１時に塾のようなものに行かなければ行け
ないので、遊んでいる暇などありませんでした。でも、その塾が意外と楽しかっ
たので良かったです。
　夜６時に親戚全員とご飯を食べます。家に帰ったら親戚達とゲームをしたりし
ます。毎日だいたい同じことをして過ごしています。
　３日経ったある日、急に親戚の２人が私達の住んでいる家に泊まりたいと言い
出しました。母さんが良いと言うので、断る理由がありませんでした。私と妹が
一緒の部屋で寝ました。でも妹がずっと話しかけてくるので、腹が立ちました。
　次の日、私達はデパートに行きました。台湾のデパートには子どもが遊べる場
所がたくさんあります。たとえば、綺麗な絵を描いたりする場所などです。その
代わり値段がとても高いです。でも楽しいです。
　１２月２４日クリスマスの日、夜におばあちゃんの家でご飯を食べて帰る途中、
変なおばさんが「クリスマスパーティーがあるから来て」と言ったので、行って
みたのですが、アメをもらって何かをして帰るだけなので暇でした。でも、ちょっ
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と可哀想にも思えました。なぜかというと、スピーカーまで使って呼び出しをし
たのに、約３人しか来ていなかったからです。
　私は１月２日に日本に帰ることになりました。これからも楽しい事があると嬉
しいです。

　　　　　　　冬休みの思い出　　　　　中一　草場　沙織
　私は、一月二日に、兵庫県の友達のゆみとゆみのお父さんと、ゆみのいとこと
一緒に海遊館に遊びに行きました。朝の十一時頃にゆみのお母さんから電話で、
一緒に遊びましようと誘われて、車で大阪のヨドバシカメラまで行きました。そ
こで、五階にあるジャンプのグッズがあるお店へ行き、たくさん買い物をしまし
た。その後、車に乗って海遊館に行きました。とても混んでいて、車を止めるの
に三十分ぐらいかかりました。外はと
ても寒かったです。
　最初は大きな水槽にたくさんの魚が
いて、とても綺麗でした。一番、私が
好きだったのは、カワウソで、餌を食
べている時は怖かったけれど、泳いで
いる時はとても可愛いかったです。ほ
かにも、カピバラがいて、私は、何で
水族館にいるのか不思議でした。魚な
どを見終わった後、イルミネーション
を見ました。
　時間はあっという間に過ぎて、夜の
八時になっていました。
　とても良い思い出になったと思いま
す。

　　　　　　2013 年の抱負　　　　　　　中二　蔡　俊杰
　僕にとって、2013 年が新しいスタートです。僕は今回の冬休みの間に一つ欠け
ているものを見つけました。それは自信というものです。
　中一から今まで、先生たちは「あなたは自信がないから、何も上手く行かない。」
とおっしゃいました。今回の冬休みの間に僕は 2012 年のすべてを反省しました。
そしていろいろ欠点を見つけました。今からこれらの欠点を改正したと思います。
　2013 年も、先生たち宜しくお願いします！
　新しい年、僕は一生懸命最後まで戦う努力をします。
　僕は目標を見つけました。その目標に向かって、努力します。この道は長いと
思いますが最後まで頑張ります。
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　　　　　　ラストスパート　　　　　　中三　佐藤　芙美
　入学試験まであとわずか。私はこのわずかな時間でどこまで受かる確率を伸ば
せるかどうかはわからないが、全力をつくしたいと思う。せめて、後悔を残さな
いようにしたい。
　冬休み、私達受験生からしたら最も大事な時間、ここで結果が決まると言って
ももはや過言ではない。
　2013 年、私はこの新しい年で新しいスタートラインに立ちたいと思っている。
2012 年に後悔していることや失敗などをすべて忘れて、やり直したい。これを機
に勉強法も効率いい方法にかえていきたいとも思っている。私がめざしている高
校は、第二外国語があり、その中に中国語がはいっていて、わたしはどちらかと
いうと中国語のほうが得意なので、いい単位をとって大学のときに有利だと思い、
この学校を選んだ。わたしは語学をならうことに興味があるので、この高校にい
きたいと思っている。
　残り一ヶ月ほどの時間で、私は心残りのないように自分なりに最善をつくした
い。このラストスパート、私は目標に達しないかもしれない。だが、ラストスパー
ト最後まで私はあきらめず、第一志望校に絶対に合格したい。なぜなら、ここで
あきらめたら、この先、ずっと心残りで後悔し続けると私は思うからである。




