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３月１１～１２日

３月１４日

３月１５日

３月２０日

３月２１日

４月７日

４月８日

４月９日

４月１４日

４月２２日～２５日

４月２５日

５月１日

５月１０日

５月１５日～１６日

５月３０日

三月

學生作品展

畢業典禮預演

畢業典禮（小五、中二出席）

結業典禮

春分日、春假開始

2014 年度入學式�

2014 年度開學典禮�

正式上課、收檢春假作業

春假讀書心得報告

中三台灣修學旅行

全校春季遠足

全校身體檢查

教學參觀、班級懇談、PTA 大會

中學部期中隨堂考試 ( 照常上課 )

運動會第一次預演

四月

五月
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消　　　息

教職員異動消息
⑴ 本校鷲原篤子、榎本祥子兩位老師在校服務多年期滿，將於本年度

榮退。�新 (2014) 學年度起將新聘兼任教師松原康之 ( 日語 )�老師及安

實章夫 ( 理科 ) 老師任教。原兼任教員徳富愼弥老師任聘為專任教員。�

◇ 義 捐 消 息 ◇ K
1.�日華親善協會寄附蔣公學勵金�10 萬円
2.�2013 學年度畢業典禮寄付金

������台北駐日經濟文化代表處�5 萬円     　  
      台北駐大阪經濟文化辦事處�5 萬円    　  
������大阪中華總會�32 萬円                        
������大阪中華總會婦女會會長俞秀霞女士 10 萬円 
      本校理事長羅辰雄先生 5 萬円     

�在此深表感謝

為使學校行事活動運行更為順暢，本校新 (2014) 學年度起，10 月秋

季運動大會改為 6 月校慶舉行；6 月校慶園遊會則改為 10 月舉行，

敬告知各位家長。�新年度行事曆將公佈於學校網頁，敬請閱覽。

⑴
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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����蔡��明��耀

������今天很榮幸應邀參加大阪中華學校初中部第六十四屆、小學部第六十七

屆、幼稚園第四十七屆的畢業典禮，首先謹代表中華民國政府祝賀全體應屆

畢業生，順利完成一個階段的學業，又將邁入新階段的學程。駐日代表沈大

使斯淳也祝福各位畢業生鵬程萬里。

������求學與增加新知識是無止境的，不論在學校或在家庭或在社會，不論何

時何地都是我們學習的機會，俗語說：「學無止境，如逆水行舟不進則退。」

至聖先師孔子也告訴我們：「三人行必有我師焉。」也就是勉勵我們時刻要學習，

好的固然學習，壞的則作為反面教材、作為殷鑑提醒自己。

������雖然說你們的求學生涯還有 7-15 年，但是我要提醒你們今日已進入國

際化、地球村的時代，各位同學要培養自己的國際觀，瞭解各國的文化、傳

統，以作為現代社會的中堅橋樑，促進人類的自由與幸福和平，增進社會的

繁榮為己任，立志成為對國家社會有貢獻的ㄧ員。在未來的每ㄧ個階段，你

們都能ㄧ步ㄧ腳印，「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」的態度求學做事，那麼你們

ㄧ定是成功快樂的ㄧ群。

������各位同學在大阪中華學校度過了幼、少年的黃金歲月，除珍惜現今擁有

的同窗情誼外，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。

������最後，祝福各位畢業生能實現自己的理想美夢成真，也感謝學校理事會、

師長們辛勤的經營與教導，謝謝大家。

������君たちよ　しあわせになれ　 飛び立つと  高く羽け  目的地まで
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お 祝 い の 言 葉

学校法人大阪中華学校　理事長　　羅 辰 雄

　中華民国１０３年度（平成２６年度）中学第６４回、小学第６７回、幼
稚園第４７回の卒業式にあたり理事会を代表いたしまして、お祝いを申し
上げます。
　本日、大阪中華学校を卒業される生徒の皆さん、本当におめでとうござ
います。
　皆さんを大切に育ててきれた保護者の皆様のうれしそうなお顔を拝見し
て、心からお祝い申し上げます。
　また、熱心にご指導くださった先生方、学校運営にご協力を賜わった理
事会の皆様、そして本校に対して多大なるご支援・ご指導を賜わった大阪
府庁、僑務委員會、教育部、駐日代表處、駐大阪辧事處様、本当にありが
とうございました。厚く厚く御礼申し上げます。
　さて、卒業生の皆さん、中学三年間、小学六年間、小中九年間、幼稚園
からだと十年間の長い間友と過ごした中華学校と今日でお別れですね。毎
日の授業、運動会、遠足、学芸会、修学旅行などの様々な行事の楽しい思
い出がいっぱい出来ましたね。今はそれほどではなくても、あとでフッと
頭に浮かんでくるものですよ。
　私は小学校を卒業して５５年もたちました。５５年ですよ、スゴイでしょ。
この年になるともう小学校や中学校が懐かしくて行きたくてたまりません。
そんな時に中華学校の理事長になったものですから学校に足を運ぶのが楽
しくてうれしくて仕方ありません。
　そして発見しました。大阪中華学校は素晴らしい！ということを。先生
は恐そうだけど優しいし、生徒同士はとても仲が良くて、助け合うし、応
援し合っている。保護者の皆さんは学校に対して建設的で協力的で、本当
にこんな学校があるんだと感心しています。
　皆さん、大阪中華学校の卒業生であることを大いに誇りにして大丈夫で
す！そして巣立った中華学校を見守って下さい。
　先月、ソチオリンピックがありました。参加した選手がどの人も一生懸
命に国のために活躍していましたけど、特にフィギュアの浅田真央さんの
頑張りには感動しましたね。ショートプログラムではあんなに失敗して、
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� � � �驪 歌 聲 起， 又 是 畢

業時節，抱著深深的不

捨與祝福，校長謹代表

全 體 師 生， 向 中 學 部

第 六 十 四 屆、 小 學 部

第六十七屆、幼稚班第

四十七屆的應屆畢業同

學們道賀，恭喜大家在

本 校 的 學 業 告 一 段 落，

即將踏上另一個新的里

程。

����畢業是一段學程的結

束，也是另一個階段的

開端，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，更從師長的諄諄教誨中，學會了

做人處世的道理。大阪中華學校一直秉持著固有中華文化倫理道德的精髓，

作為生活教育的準繩，讓同學們在潛移默化中培養高尚的人格，蘊育美好的

氣質。在倫理道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。

����校��長������陳���雪��霞

祝�福�與�勉�勵

ふつうだったら落ち込んでしまうものなのに負けず翌日のフリーでは素晴
しい演技をして高得点をあげ世界じゅうの人達から拍手されていましたね。
　失敗しても、くじけず自分を信じて頑張れば必ずうまくいくことを教え
られました。卒業生の皆さんもこれからの人生、楽しいこともいっぱいあ
るだろうし、つらいこともあるかもしれない。そんな時、浅田真央さんを
思い出して「よーし　負けるもんか！」と頑張ってください。
　大阪中華学校の卒業生はみんな出来る！と私は信じています。
　皆様、これからも子供達の成長を温かく見守って応援してあげて下さい。
　本日はまことにおめでとうございます。
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����同時，希望同學們畢業後，仍然要繼續努力學習華語文，華語文是中華學

校最具特色的重要課程，也是現今國際社會中的主流語言，學好華語文，將

幫助你在未來就職工作上，�在國際社會與人溝通互動上，都能擁有最好的工

具，幫助大家經營成功的人生。��

����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，老師們的耐心教導，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，帯給你無限的信心與勇氣。進入新環境後更要繼續努力，當你

遇到困難與挫折時，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，展翅高飛、鵬程萬里。

�����������������������畢��業��前��夕

��������������������������������畢業生畢業感言�����������������中三����全體一同

������光陰似箭，時間匆

匆而過。三年美好艱辛

的中學生活已經走到了

尾聲。這，又是一場令

人永生難忘，而且充滿

意義的離別！我們將銘

記此時，永不忘懷！

������三年前，我們帶

著懵懂踏入校園，對這

個新奇的校園充滿了好

奇與期待，滿是欣喜與

不安的我們，渴望著能

在這裡的生活中磨礪自

己，提升自己的能力，

不斷刷新對自己的認

識。三年來，�我們結交了許許多多夥伴，�戰友，我們共浴同一片陽光；共享同一片

藍天，懷揣著夢想互相支持走到了今天，這一千多個白晝，我們共同走過，回頭看
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�������������小六畢業生����������小六全體一同

六年前進來了 ----

大阪中華學校。

我們的臉上 -----

有的笑嘻嘻，有的傻呼呼，

更有的 --- 氣沖沖！

六年間學習了 -----�

德智體群育樂，

我們的態度�-----

有的努力學，有的敬師友，

更有的 --- 搞破壞！

六年後離開了 -----

大阪中華學校，

我們的心情 ----

有的情難捨，有的道珍重，

更有的 --- 暗偷笑！

酸。甜。苦。辣。吵。砸 ------

這就是我們 2014 小六！

看有多少友誼編成了精彩的篇章。

������然而，這每一章每一頁上的精彩，是我們的回憶，同樣也是老師辛勞的成果。

感謝您，老師！是您“一腔熱血育桃李，三尺講台寫春秋。�”您的指導與教誨，在

我們的成長道路上留下了深深的痕跡。����

������我們曾立下誓言，今日是兌現承諾的時刻，教室裡發奮苦讀的身影，運動場上

龍騰虎躍的英姿，課間走廊爽朗灑脫的笑聲，課下針鋒相對的辯論，學藝會上精彩

絕倫的表演，這一切的一切怎能忘懷？

������我們告別了天真，走向了沈穩，脫去了稚氣，獲得了自信。很多記憶將成為我

們生命中最為珍重的收藏，寬闊的操場，明亮的教室，悠長的走廊，莊重的禮堂，

神奇的理科教室，這其中記錄了多少的回憶？但是，我們不得不對他們說，再見了！

������離別是一種痛苦，也是一種勇氣，但同樣也是一個考驗，是一個新的開始。無

窮無盡是離愁，天涯海角遍尋思。今天我們就要和母校分手告別，中學的學習也將

告一段落了，中學畢業，這只是人生道路上的一個轉折點。未來的道路更加廣闊，

未來的生活更加精彩。

����再見了，我的朋友，再見了，我的老師，�再見了，親愛的母校。讓我們懷抱夢想，

踏上新的旅程，迎接美好的未來。謝謝大家！
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����������������在校生歡送畢業生��������������������中二��全體一同

����今天，我們全體師生歡聚一堂，隆重舉行畢業典禮。首先，謹代表全校師生對圓

滿完成學業的畢業生們表示熱烈的祝賀！

�� � �同學們，一千四百多個日子，彈指一揮，你們的中學生活即將畫上圓滿的句點；

同時也表示你們距離夢想又進了一步。三年一起相處的日子，像是跳動於五線譜上

的音符，有高有低，有起有落；所有的曾經，將化為永恆的回憶，希望你們的記憶裡，

還有那麼一段小插曲�：就是學弟妹們對你們那深深的期盼與祝福。

����學長、學姊們即將啟程，探索新的世界，展開新的體驗，邁向人生新的階段。可

記得？教室裡的琅琅讀書聲、走廊上的串串笑語、還有操場上打籃球的汗流浹背嗎？

點點滴滴的記憶，數不盡的快樂，道不完的悲傷。這三年真是人生中的寶貴財富，

從中一時的懵懵懂懂，到中二時的輕舞飛揚，再到中三時的凌雲壯志，收穫的不只

是知識，還有一份做人處事的道理和一份難以割捨的情誼。

����今日同窗，明日校友，無論你們走向何方，都將攜帶著母校的祝福，恩師的期望；「今

日我以大阪中華學校為榮，明日大阪中華學校以我為榮� 。」請記得常回來母校看看，

這裡有你們尊敬的師長和摯愛你們的學弟學妹們，這裡有屬於我們青春年華的軌跡，

這裡還有我們努力求學的見證。畢業是新的開始，別離是為了再次相聚。無論你們

走到哪裡都是我們學習的好榜樣。最後以蘇軾的「水調歌頭」的一段話與你們話別：

人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。

�����衷心祝福學長、學姐們，快樂永相伴，幸運總相隨。

�請�勇敢去追�、放心去飛吧！

����������������給畢業生的話����������������������������中一����古川美宇

����親愛的即將畢業的學長學姊們，還記得剛進學校的那一天嗎？輕輕的風聲，淡淡

的花香，都在迎接你們的到來。

����三年來，有苦有笑，有悲有喜，才一轉眼，就到了要離開的時間了。耳邊依稀還

不時傳來老師們的叨叨絮語，眼前，彷彿還能看見大家一起歡笑的畫面，或許，這

裡不過是你們人生當中的一小段里程，但是卻有最具意義的地方了。因為在這裡，

你們認識了一輩子記憶難忘的好友，當你開心時，他陪著你歡笑；當你難過時，他

會安慰你的心靈 ; 當你生氣時，他跟著你一起不高興。或許你常常會忘記他的存在，

但是只要你一回頭，你就一定會發現，他就站在不遠處關心著你，怕你傷了，痛了。

對我們來說，他是如此的重要，如此令人尊重，離開母校後，請不要忘記了好友 ---「他」，�

「他」也可能是我們學弟學妹喔！

����在學校三年裡，學長學姊一定經歷了很多事情，不管是有趣的，刺激的，這些生

活點點滴滴都是你們一輩子留下的美好回憶。當你們離開母校後，請不要忘了大阪

中華學校，這個一生中令人捨不得離開的地方 ; 這個一輩子等你的地方 ; 這個一輩子

最讓人感到溫暖的地方。在踏出校門口的同時，更別忘了，請回頭看一下我們，這

一群敬愛你們的學弟學妹，以你們為榜樣的我們！

����最後，祝你們在未來的路上發光發熱，找到屬於自己的天空！



　　　　            卒業　　　　                     中三　武村　昴輝
　僕は小学四年生の時に、地元の公立小学校を辞め、大阪中華学校に来ました。
それからはや六年が経ちました。時間が流れるのは何と速いことでしょう。三年
前の小学六年生の卒業式がつい最近のように思えます。中一に上がった時は、高
校受験なんてまだまだ先のことだ、と思っていたのが、もう受験を終え、四月か
らは高校生になろうとしています。
　大阪中華学校での二回目の卒業式。三年前は、そのまま中学部に上がるので、
特に感慨深い気持ちはありませんでした。あるとすれば、中学部にあがらない友
達との別れが寂しかったことです。しかし、今回の卒業式を間近に小、中同じで
あった友達との別れの寂しさは格別です。なぜなら六年間も一緒にいたからです。
一緒に笑ったり、遊んだり、時にケンカなんかもしたりして、とても充実した六
年間でした。
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����������������〈給畢業生的話語〉����������������������中一��徐俐麒

� � 多彩的初中生活就要過去了，回首漫漫憶往事，一切就像是在昨天。三年的初中

生活，無盡的酸甜苦辣，在這即將告別的日子裡一起湧上心頭，初中生活很甜。同

學間三年的友誼濃郁純香，甜進心坎。從剛入學時的互不相讓，到逐漸無所不談…

…的甜，蜜糖似地點點滴滴化融在你我的心頭上。我們在一起讀書、習字，執子之

手暢談回憶與未來；在一起打球、追逐著彼此的青春容顏，在一起……快樂，大家

分享；苦澀，一起擔當，天真的傻笑，讓感動在你我的臉龐暈染開來──我想，所

謂的幸福就是這樣吧？

� � 文短情長，言語不盡我心…最後，我想對小六、中三的畢業生說：「有困難，就去

解決，再兼顧身體健康、課業上進的話，相信就會有一個令人滿意的學年成績單！」

那就再見哦。

����������������������給畢業生的話�������������������小五����謝英輝

����寒冷的冬天即將過去，春天的腳步聲越來越近了。小六的同學就要畢業進入中學，

我們的心情依依不捨。

����在和你們一起相處的日子裡，度過了許多美好而快樂的時光。我們曾一起遠足摘

橘子，也曾一起在運動會中競技，一起練習舞獅。這些點點滴滴，會成為我們美好

的回憶。

����你們即將畢業，又將開始一段新的旅程，迎接新的挑戰。我們小五的同學會為你

們加油，支持你們。還有，離開大阪中華學校去新學校的同學，請不要忘記我們，

常回來看看母校。

����最後祝你們前程似錦，心想事成！



　高校に上がるにあたって、今までと違う環境になるという不安と、これから通
う高校の友達に会う楽しみや、新しい生活への期待で胸がいっぱいです。今後は、
大阪中華学校で学んだことを生かせるよう精一杯頑張ります。
　大阪中華学校の先生方や友達、六年間本当にお世話になりました。

　　　　       卒業するにあたっての気持ち　　　　小六　土居　太陽
　卒業する日がだんだん近づくにつれ、楽しみや悲しみなど、いろいろな感情が
複雑になりました。小一から小六まで同じ友達といろいろな経験をしたり、けん
かしたり、一緒に勉強をしたりしました。ですが、卒業をすると、みんな違う学
校に行きみんなそれぞれの道を歩んで行きます。この学校を卒業するまでもう一ヶ
月を切りました。
　中学になると新しい学園生活、新しい友達、新しい先生、授業。こことはちが
ういろいろなことが学べそうです。けれども、中国語を忘れたり、今までの習っ
てきたものを忘れたりしてしまったりすると、今までの六年間が無駄になります。
だから、高校は中国語を学べる住吉高校に行きたいと願っています。
　お世話になった先生、クラスメイトたち、今までありがとうございました。

                      六年生のみなさんへ　　                 小五　田中　美有
　この度は、ご卒業おめでとうございます。
　六年生のみなさんは、とても元気でした。そして、みんなを笑わせてくれまし
た。休み時間には、時々教室にやってきて、「おしゃれだね」など、いいところを
見つけては、ほめてくれてうれしかったです。みなさんが修学旅行に行ったとき、
「とっても楽しかったね」と言っていて、本当に楽しかったんだなと思って、私た
ちも早く行きたくなりました。六年生のみなさんは、私たちにたくさんの楽しい
思い出を残してくれました。こんないい先輩がいたことは、一生忘れません。
　私たちも、もう六年生です。みなさんのように、たくさんの思い出を残したい
と思います。ですから、みなさんも中学校でも勉強に、たくさんの思い出づくり
にがんばって下さい。
　本当にありがとうございました。
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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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◆ 2013 年度高校上榜名單◆

13

公　   立　

大阪府立北野高等学校普通科　　　　　　　　　　　　　１名
大阪府大手前高等高等学校普通科　　　　　　　　　　　１名
大阪府立阿倍野高等学校普通科　　　　   　　　　　　　１名
大阪市立都島工業高等学校　　電気電子工学科　　　　　１名
大阪市立西高等学校　英語科　　　　　　　　　　　　　１名
大阪府立港高等学校普通科　　　　　　　　　　　　　　１名
大阪府立成美高等学校　普通科 ( 総合選択制 )                 １名

私　　立

清風南海高等学校　３か年特進コース　　　　　　　　　１名
桃山学院高等学校   英数コース　　　　　　　　　　　　１名
近畿大学附属高等学校　英語特化コース　　　　　　　　１名
大阪桐蔭高等学校　Ⅰ類コース　　　　　　　　　　　　１名
大阪桐蔭高等学校　Ⅱ類コース　　　　　　　　　　　　１名
上宮高等学校　英数コース　　　　　　　　　　　　　　１名
大阪夕陽丘学園高等学校　英語国際コース　　　　　　　２名
常翔学園高等学校　文理進学コース　　　　　　　　　　１名
大阪学芸高等学校　特進コース　　　　　　　　　　　　１名
大阪学芸高等学校　進学コース　　　　　　　　　　　　２名
常翔啓光高等学校　進学コース　　　　　　　　　　　　１名
明浄学院高等学校　普通コース　　　　　　　　　　　　１名
初芝立命館高等学校　グローバル Aコース　　　　  　　１名
大阪産業大学附属高等学校　国際特進コース　　　　　　１名
長尾谷高等学校　普通科　　　　　　　　　　　　　　　１名



一、春假期間：

������三月二十一日至四月六日。

二、�中學部返校日：

������四月六日（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：四月七日（星期一）

�������上午十時�。新中二、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：四月八日（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：四月九日（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 102 學年度春假生活注意事項

102 學年度日文作文比賽得獎名單

組����別 第�一�名 第�二�名 第�三�名

小學低年級組 青木紗奈 金��旼�祉 蔣������惟

小學中年級組 倪��泰�然 船井德佳� 廖��奕�傑
李��美�和

小學高年級組 林��采�妮 謝��英�輝 雷��千�尋

中���學���組 祝��美�優 姜��尚�希 中村���曈
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2014 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��������

賴愛華　　教務主任����������������������中三         ����������

林美杏　　學務主任����������������������小六

鄭若梅　　推廣主任         �����������中一

林洵真������教務助理������������������中二

黃光慧　　學務助理        �����������小五

蔣雪齡　　學務助理（圖書管理）���小四

薄懷湘　　教務助理         ����������小三

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

徳富愼弥���學務助理（日語、體育�）

職員姓名���������

西谷浩明���事務（兼社會科）

陳美菁������事務

�������◇兼任教職員・講師◇

教師姓名　　���　����擔��任

村井久美子���������音樂、樂隊

伊東教晶������������理　　��科

丸山惠美子�　��　日　　��語

松原康之�　�����　日　　��語

高田靜子������������日　　��語

安實章夫������������理　　��科

程亦華　　���������幼�班�輔�佐

李惠芳������　　���民�族�舞�蹈

魏麗玲������　　���國����������樂�

Kevin�����������������英��會��話

��������������◇校醫◇

���

���張秋雄

���

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
・第 50届（2000 年卒業）   クラス連絡係　 　清水寰宇

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
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　��二月二日由大阪中華總會主辦，來自四面八方的關西各界華僑和日方友

人，在本校舉辦了「在阪華僑春節祭」，隆重慶祝了這傳統佳節。僑務委員會

陳委員長、台北駐日經濟文化代表處沈代表、台北駐大阪經濟文化辦事處蔡

處長、大阪市浪速區玉置區長、�大阪府市議會議員等長官、�佳賓應邀蒞臨，�此

次計有近 5000 人參與盛會，場面盛大熱烈。�

　��上午十時三十分，在響徹雲霄的爆竹聲中揭開序幕，�在節目過程中，有

舞獅、民族舞蹈、國樂演奏、雜技表演、歌曲演唱等，表演精采，獲得來賓

熱烈迴響。會場內有安排抽獎活動及設置了各式各樣的傳統食品義賣、台灣

風味小吃等，�令與會者盡飽口福。同時大阪佛光山寺、�中台禪寺還設有佛堂，

為大眾消災祈福。整個活動在一片春節歡愉熱鬧中圓滿閉幕。

�����此次春節慶典，非常感謝各界熱烈的支持與協力，使整個活動圓滿順利，

對於凝聚僑界的向心力，有莫大的助益，並增進與日本友人的交流，希望明

年大家再歡聚一堂。

在阪華僑春節祭
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小學部功夫舞

中學部舞蹈中學部舞獅

特
技
表
演
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中華歌謠

小學部國樂
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學生
 園地

《中学部　第一位》
　　　　　　私の心に残る言葉　　　　　　　　中三　祝　美優
　私のいままでの短い人生の中で、深く心に残った言葉が三つあります。言葉と
いうのは不思議なもので、いつも耳にしているありふれた言葉でも、その言葉を
言われたときのシチュエーションによって受け取る側の受け取り方というのは変
わります。そして、私の心には三つの言葉とともに、それを言われた場所や時な
どが残っています。
　一つ目の言葉は、「私のこと嫌いでしょ」といつものです。これは小学五年生の
ときに、当時一番仲が良いと思っていた友人からの一言です。この言葉を聞いた
とき、私は大きなショックを受けました。私はその友人のことを嫌いではなかっ
たし、むしろ好きなくらいだったからです。私がなぜそんなことを言うのかと問
うと、友人は至極不快そうな自分のときだけ私の動作や言葉づかいが乱暴だから
だと言いました。このとき、私はまたしても大きなショックを受けました。私は
親しいから遠慮は必要ないと思いそんな態度をとっていたので、乱暴な行動や言
葉づかいはいわば一種の愛情表現でした。友人に言われて私はやっとどんなに親
しくても、相手が嫌がることを言ったりしたりしてはいけないことに気づきまし
た。当時はその一言によって傷つき、自分の愛情表現のどこがいけないのだろう
と嘆き悲しみましたが、今となっては良い教訓となりました。
　二つ目は「一生憶えておけるかはわからないけど、極力忘れないようにする」
という言葉です。この言葉は、私が転校するときに言われました。普通仲が良く
てもあまり良くなくても転校する友人にかける言葉は、「一生忘れないよ」や「遠
くに行っても仲良くしてね」であって、多くの場合その言葉たちは社交辞令、い
わばあいさつの一種であり、本当に遠くにいっても仲良くしている人など数える
ほどでしょう。だから、私は友人からの言葉に少なからず驚きを覚えました。し
かし、時間が経つと、友人の言葉はありふれた社交辞令よりもずっともっと深く
私の心に響きました。自分のことを忘れないように努力してくれる人が一人でも
いることがどれだけ嬉しいことなのかを、私はそのとき初めて知りました。その
友人とは今でも連絡を取り合い、近況を報告しあう仲です。
　さて、とうとう最後の言葉になりますが、もし言葉たちに順位をつけるならば、
この言葉は一番深く心に残っています。それは「いつか挫折するときがくる。そ
のときでもあきらめずに歯をくいしばってがんばりなさい。」というものです。こ
れは祖母が私に告げた一言です。私は今まで大きな挫折というものを経験したこ
とがありません。だから、もしこの先挫折と向き合ったときに、先が見えずにそ
のまま墜落してしまう危険があります。祖母はそのことをわかっていて、私にこ

日語作文コンテスト
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んな教訓めいた言葉をかけたのです。いつか、祖母が言うような挫折が私を襲っ
てきても、きっと私は祖母の言葉を思い出し、挫折を乗り越えるでしょう。
　私はきっとこの先の人生でもっとたくさんの言葉たちと出会うでしょう。そし
てきっとふとしたときにそれらを思い出し、ときには自分を戒め、ときには過去
を思い出し、一人笑っているかもしれません。私もいつか人の心に残るような言
葉を人にかけることができたらいいなと思います。

《小学部高学年組　第一位》　　　　
    　　　　　今一番気になること　　　　　　　　小六　林 采妮
私はインドネシアの経済や生活が今一番気になります。
　なぜかというと、去年の初めのことでした。父が日本からインドネシアに転勤
することになりました。お父さんはインドネシアで工場社長という大役を任され
ました。母は父を一人で行かせるのは良くないと思い、家族全員で行くことにな
りました。その時、四年生だった私は良い中学校に行くため、塾に行っていました。
けれども父が転勤することが決まりインドネシアの中学校に行くことに、それを
知った私はうれしい反面少し不安なところもありました。父の転勤の関係もあり、
日本での私たち家族の生活も少し変わりました。転勤のことを知るまで行ってい
た塾はやめ、新しく英語がマンツーマンで学べる英語塾へ通いはじめました。イ
ンドネシアのスラバヤには日本語学校や国際学校があり、初めは日本語学校に行っ
た方が学校について不安が少しは減ると思ったのですが、日本語学校は中学三年
生までしか教えていなくて、日本語学校を卒業すれば国際学校へ行くことになり
ます。父の転勤期間は最低三年が必要なので、三年以上にのびるかもしれません。
このことをふまえて家族と相談しあった結果、兄と私は国際学校に行くことにな
りました。このことがきっかけで夢を持つことができました。ほん訳の仕事につ
きたいです。この仕事は日本語を英語に訳すなどが主な仕事です。英語が出来た
ら留学したいです。いろんな国にいってその国についていろんなことを知ること
ができたらいいなと思っています。
　インドネシアの経済については良く知りません。だから気になっています。今
は一人でインドネシアに行っている父によると基本な道路や建物などの設備はと
とのっていますが、医療方面などについてはまだ課題がのこされています。イン
ドネシアの父の転勤先のスラバヤでは一年中暑い、すごく暑いという二種類の天
気しかなく、どこにいても水分を補給しなければすぐに脱水症をおこし、発症す
ることもあるので健康についての医療方面の設備がきちんとととのっていないと
ころが不安のまま行くことになります。
　インドネシアの生活における食事は、豚を食べる人が少ないです。なぜかとい
うと、インドネシアのほとんどがイスラム教で、イスラム教では豚をあまり食べ
てはいけないという規則があり、イスラム教の人々はそれを守らなければなりま
せん。だから豚を売っている所が少ないのです。でも私たち家族が好きなステー
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キ屋はインドネシアにもあると父からききました。私たち家族が住む家はまだ決
まっていません。学校も予定はしたが正式には決まっていません。今父は平日は
会社の寮に泊まり、土日と祝日はホテルに泊まっています。インドネシアでの仕
事が忙しい父はお正月はインドネシアでは旧れきなので帰ってこれず、５ヵ月ぶ
りにお父さんが帰ってきます。
　私はインドネシアに行くために万全な準備をして行きたいと思います。英語を
がんばって勉強し、不安を少しでも減らせるように、そして安心してインドネシ
アに行けるように、卒業するまでの時間を精一杯未来の自分へバトンがわたせる
よう努力し続けたいと思います。

《小学部中学年組　第一位》
　　　　　　　    私の友だち　　　　　　　小四　倪　泰然
　ぼくにはたくさんの友達がいます。ぼくの友達には、いろんな人がいます。た
とえば、二枚目の人や三枚目の人がいます。
　二枚目の人はともかく、三枚目の人は、ぼくを楽しませてくれます。三枚目て
いうのは、おもしろい人の意味です。三枚目の人は、ぼくがおちこんだときや、
悲しいときに心を楽しくしてくれます。三枚目の人は、世界で二つとないおもし
ろい薬なのです。
　二枚目や三枚目の人以外にもサッカーが上手な人や歌がうまい人、勉強がすご
い人などぼくのせんぱい達もいます。その人達はぼくにいろんなことを教えてく
れます。
　友達はぼくの生活をささえてくれるとぼくは、思います。なぜならかなしんだ
時やさびしい時、いっしょにあそんで、楽しませてくれたり、なぐさめてくれた
りします。さらに、なにかわからないことがあれば教えてくれます。友だちをも
つのは、とてもありがたいことなのです。
　その中でも、ぼくにはとても仲が良く、いつもぼくのそばにいてくれるたのも
しい友達もいるのです。それは親友です。ぼくの親友が二人います。山本かつよ
しと楊せいりゅうがいます。山本かつよしは、たいへんおもしろく、ぼくの三枚
目の親友です。はげましてくれたり、おもしろいことをして、楽しませてくれた
りします。楊せいりゅうは、ぼくの分からないことを教えてくれたり、楽しませ
てくれたりもします。楊せいりゅうは、二枚目と三枚があわさった親友なのです。
　友達をもつことはなに一つ悪いことはありません。ですから、ぼくはもっともっ
と友達をふやして、もっともっとみんなで楽しくやっていきたいと思います。　

《小学部低学年組　第一位》
　　　がんばりたいこと　　　　　　小一　青木　紗奈

　わたしのがんばりたいことはねこのせわです。わたしの家にはねこがいます。
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むかし、わたしのお母さんとお父さんがけっこんしたばかりのとき、とつぜんね
このなきごえがしました。げんかんをあけると、一匹ののらねこがいました。そ
のねこを見て、お母さんとお父さんがいっしょにかうことにしました。そのねこ
はしましまもようだったので、トラと名づけました。トラはとてもかわいいです。
あるとき、わたしが生まれてからだいぶたったとき、かいものをしていたら、一
匹のねこがびょうきでしにそうになっていました。そのねこは、おもいびょうき
だったのでダンボールの中でそだてながら、まい日まい日びょういんへかよって
いました。そして、とてもかわいがっていました。しかし、あるとき、やきもち
をやいたトラが、こうげきしてしまったので、ストレスをあたえてしんでしまい
ました。
　ある日、また、ねこを見つけてしまいました。そのねこは、前のしんだねこにそっ
くりだったので、わたしはかなしみを思いだしてなきました。そのねこは、さく
らという名まえにしました。
　そのつぎの日、さくらがまどからおちてしまいました。あいにく、草をクッショ
ンがわりにしてたすかりました。さくらはとてもおとなしくて、いつもねていま
した。そのあともたのしくすごしました。だからわたしが一ばんがんばりたいこ
とは、ねこのせわです。トイレのシートのかたづけや、ねこのえさ入れ、いろい
ろ大へんですが、がんばりたいと思います。

小一��提早寫作
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���������������快樂的春節祭���������小二

（一）� 岡田晶

����2 月 2 日我和媽媽和哥哥去參加學校一

年一度的春節祭。

����我和媽媽非常開心的去看表演，表演得

很好玩又有趣，�我看了就大笑了起來。�之

後，我們去找杉部愛美，我和杉部愛美一

起喝果汁，一起玩，我們都非常的快樂。

����回家的時候，我看見學校的朋友臉上笑

咪咪都很開心回家。看著朋友們開心的回家，我的心裡也覺得很溫暖！

（二）� 高田雫
����2 月 2 日是我們學校的春節祭，�這一天

我和奶奶和媽媽一起來，�叔叔開車送我們

到學校。

����在學校裡碰到了長谷川圓佳翰新井美

仙，我們邊吃邊說話。我聽到了歌手小姐

在唱歌，我還聽到大家的笑聲，我覺得非

常開心！�

����下次，我還想和家人朋友一起去參加春節祭！
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（三）����喬一笑

����春節祭要開始了，我很期待去參加春節

祭。

����到了學校，老師先交給我作業，然後我

們自由的去買東西。我買了皮蛋，在那裡

我看到有人在買香腸，我還聽到唱歌跳舞

的音樂，我覺得很熱鬧！

����雖然春節祭一年只有一次，但是春節祭

裡熱鬧又歡喜，所以我非常滿足快樂，而且會永遠記得這美好的回憶！

���������������������������春��節��祭���������������������������小三

（一）� 全中日

����我的春節祭在教會裡過的，我的春節祭是什麼呢？我最希望春節祭是跟我最好的

朋友一起玩遊戲，一起包餃子，一起看電影，這是我最喜歡的春節祭。

����春節祭的那一天，我很早就起床了，然後和媽媽去教會，參加禮拜。到了下午，

所有的人都去了三樓準備一起包餃子。我問媽媽春節祭的時候，為什麼要吃餃子呢？

媽媽說：「餃子代表團圓，家人要團圓在一起的意思。雖然不是很明白，但是我很

喜歡吃。包餃子的人很多，大家一邊說笑著一邊包餃子，還有人在觀賞晚會，大家

都非常的高興。我在旁邊學著他們的樣子包餃子，有的形狀像馬，有的形狀像蝸牛，

自己包的餃子很好吃，我很喜歡春節祭。

（二）� 黑川佳臨

����二月二日星期日，在大阪中華學校舉辦了一年一度的春節祭。

����一大早，我和媽媽到了學校，看到校門口的周圍也有不少的客人，進入學校一看，

裡面比外面的人還要多，人山人海，還有很多攤子和一個大舞台。找到家長會的攤

子後，媽媽幫忙賣水餃，我想去別的攤位買東西，媽媽給了我四張金券，一張一百

元。我買了珍珠奶茶和芒果汁，買完後，我和朋友到後院排隊拿整理券，排了好幾

分鐘，終於輪到我們了。拿到整理券後，我和同學又去東逛西逛，到別的攤子買東

西吃，三點的時候還要排隊拿整理券買抽獎券。

����到了三點，我又和朋友到後院排隊，這次是要拿錢買才行，到了我，我把錢交出去，

還要把手伸到箱子裡，拿到後，打開看，左邊有寫字，又編寫著七九七，朋友說待會兒，

台上的人會念券上的數字，唸到後對號碼，對上了就可拿到禮物。

����等到開獎了，好多人聚在舞台周圍，真緊張，要開始念號碼了，可是，到了最後

都沒有七九七的號碼，最後大家都散了，有的高興的抱著大獎回家，有的期待明年

會幸運中獎。

����春節祭玩得真開心，希望年年都有春節祭！
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����������������������������������������新年新希望��������������������小四���田中太陽�

���我的優點有兩個。

���第一：我的數學有進步，變得很棒！因為媽媽每次和我一起做數學作業，所以我

的數學變得非常好！

���第二：我每天都可以在晚上九點上床睡覺，隔天早上七點起床，準時去上學。

���希望新的一年，我也能繼續努力，保持好的習慣。

���去年我的缺點有四個。

���第一：常常不交作業。所以，今年我期望自己能夠多努力，每天準時交作業。

���第二：常常遲到。因為我家到車站要 25 分鐘，所以我常常會遲到。希望自己以後

早點起床，不要遲到。

���第三：我的英語不好。所以下了課之後，�我要努力去參加外面的英文課，好好學

英文。

���第四：上課時不夠努力認真。如果隔壁的同學上課在講話時，我希望我能提醒他

們上課要保持安靜，也能提醒自己上課專心。�

���再來，我希望爸爸媽媽都能擁有健康的身體。因為，去年爸爸感冒發燒到 39.8 度，

媽媽也燒到 40.9 度， 雖然他們三天之後就好了，但是我還是希望他們今年健健康康

的，也希望住在地球的所有人，可以更健康。

���另外，我最擔心我們小四的一位同學，因為，他常常沒來上學！不知道他是不是

常常不舒服，常常感冒發燒呢？我希望他能來學校，和我們一起讀書寫字，下課一

起玩。如果他現在不來學校上課的話，我很怕他長大以後會找不到工作。

����新的一年，我相信我一定能更進步，學到更多知識！並且幫助更多的朋友！

���������������������������陽光下的秘密�������������������中二����陳艷雲

����清晨，窗外…滴答…滴答…的清脆聲響震聶著耳朵。輕輕地拉開窗戶，晶瑩剔透

的小雨珠正拍打著玻璃，好似在提醒著慵懶的人們，是時候起床了……

����「狂風不終朝，驟雨不終日。」不過一頓早餐的時間，雨漸漸的停止了。本是烏雲

密佈，也慢慢散開了，楊逛透著一絲羞澀從烏雲中跳了出來，灑向片片土地。

����在陽光的淘洗下，花朵們開始努力地綻放，盡顯她們的芬芳、妖嬈；翠綠的小草

兒正與小水珠們玩鬧，陪伴水珠度過將被蒸發的最後幾分鐘；山丘上的樹木正被鳥

兒開心地挑逗著，盡情釋放著生命的能量。這一切的一切都是那樣美好！但是誰可

曾知道它們背後的秘密？

����從一個渺小的種子，成長為一個含苞待放的花朵，再到一株令人賞心悅目的鮮花，

看似如此完美，卻經歷了許多辛酸。種子時期，它們每天拼命的在土壤裡掙扎，奮

力的吸取所需的養分，好不容易成為一株花骨朵，又要遭遇被狂風暴雨所擊打的命

運，堅強的話，興許能夠生存下來，反之，則會在暴風雨停止時，一同失去它的生命，

剩下的只有滿地的落花。

����它們並不像溫室裡的花朵，有他人保護，卻禁不起風吹雨打。它們或許知道自己

的力量薄弱，生命力不強，但是它們還是願意堅持不懈，克服各種磨難，向前奮鬥，

只為了那艷麗迷人的一剎那而怒放！從而讓某些人認為，在風雨中奮鬥的花兒們，

是最清香可人，更勝一籌。

����而其他的生物亦是如此，不經一番寒徹骨，哪得撲鼻梅花香！
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小三~六�書法

中三中一

中三

中二

中學
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連絡先　〒556-0012 大阪市浪速区敷津東 1-8-13
☎（０６）６６４９-６８４９（1時～ 4時）

附設中国語クラス担当　鄭若梅

云
師資優良
熱心教育

大阪中華学校附設

中国語クラス
航�少人数制で一人一人を親切丁寧に教えていきます。

荒�ネイティブ教師による発音練習と日常会話。

     漢字の学習にも力を入れています。

行�中国的空間を持つ中華学校で学習ができます。

い
つ
で
も
入
会
で
き
ま

す
。
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

◎開　　　講   土曜日（14:00 ～ 16:00）
　　　　　　　日曜日（10:30 ～ 12:30）
◎ 1学期開講日   4 月 12日㈯／ 13日㈰
◎入　学　金　　  5,000 円
◎学　　　費　　20,000 円
                          （1 学期 -12 回分）


