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４月６日

４月７日

４月８日

４月１３日

４月２１日～２４日

４月２３日

５月８日

５月１６日

５月１４日～１５日

５月１８日

2015 年度入學式�

2015 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 )

運動會練習開始

四月

五月

教職員異動消息
⑴ 本校丸山惠美子老師在校服務期滿，將於本年度榮退。�新 (2015) 學

年度起將新聘專任教員李家淇老師、兼任教員小畑 憲 ( 日語 )�老師。�
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◇ 義 捐 消 息 ◇ K
1.�日華親善協會寄附蔣公學勵金�10 萬円
2.�2014 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 5 萬円 
      日本欣華會會長李宗儒先生 2 萬円                          在此深表感謝   

◆ 2014 年度高校上榜名單◆

公　   立　

大阪府立旭高等学校国際教養科　　　　 　  　　　　　　１名
大阪府立長野高等高等学校国際教養科　　　　　　　　　１名

私　　立

四天王寺高等学校　　　　理数コース　　　　　　　　　１名
開明高等学校　　　　　　６年編入コース　　　　　　　１名
大阪夕陽丘学園高等学校　英語国際コース　　　　　　　１名
大阪学芸高等学校　　　　進学コース　　　　　　　　　２名
金蘭会高等学校　　　　　総合進学コース　　　　　　　１名
相愛高等学校　　　　　　専攻コース　　　　　　　　　１名
建国高等学校　　　　　　特進コース　　　　　　　　　１名
精華高等学校　　　　　　特進選抜コース　　　　　　　１名
京都芸術高等学校　　　　美術コース　　　　　　　　　１名

����������������������������������������公立高校後期合格發表日�����3 月 23 日��
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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六十五屆、小學部第六十八屆、

幼稚園第四十八屆的畢業典禮，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，並即將邁入新階段的學程，走向光明大道。

駐日代表沈大使斯淳也祝福各位畢業生鵬程萬里。

���各位同學求學與求知是無止境的，不論在學校、在家庭或在社會，隨時隨

地都是大家學習的機會，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。」，也就是勉勵我們時時刻刻要學

習，好的固然要學習，壞的則作為反面教材、作為殷鑑提醒自己。

���另外也藉此機會提醒同學們，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，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，繼續努力學好華語文，迎

向人生的挑戰。今後各位同學的輝煌成就，都將是大阪中華學校的驕傲與榮耀。

���即將踏出校門的時刻，希望同學們記住要存ㄧ份感恩之心，未來更應發揮

才能奉獻社會、回饋母校。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。
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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

　中学部第６５届、小学部第６８届、そして幼稚園第４８届の卒業生の皆
さん、ご卒業おめでとうございます。小学部は六年間、中学部は三年間、
長い人は幼稚園から１０年間以上、卒業生の皆様を毎朝送り出して下さっ
た保護者の皆様も、今日という日を待ちかねておられたことと存じます。
本当におめでとうございます。理事会を代表致しまして、お祝いを申し上
げます。また、校長先生、ならびに諸先生方のご功労に対し、改めて敬意
を表したいと存じます。
　さて、皆さんはいよいよ卒業ですが、大阪中華学校での生活はいかがで
したか。勉強と部活、友達関係、中学３年生なら進路問題など、悩み事も
きっと多かったのではないでしょうか。でも、皆さんは、一つ一つを乗り
越えて、今日の日を迎えたのです。今まで悩んだこと、苦しんだことたく
さんの経験は皆さんの大きな財産になるのです。入学された時とは比べも
のにならないほど立派に成長された皆さんの表情は、自信や希望にあふれ、
学生生活の充実ぶりがうかがえます。特に、中学３年生の皆さんの多くは、
おそらく日本の高校へ進学されるでしょう。大阪中華学校でできた仲のい
いお友達と離れ離れになり、さびしく思う人も少なくないと思います。春
は別れの季節と同時に出会いの季節でもあります。日本の高校に入ると環
境ががらりと変わります。新しい学校では、数え切れないほどの新しい出
会いがみんなを待っているし、新しい学問、勉強、部活などに関心を持つ
ようになると思います。自分の視野、可能性をもっと広げて、より大きな
人間へと成長させてくれると確信しております。中華学校の厳しい先生の
顔、大好きな友達の顔、世話になった先輩の顔、かわいい後輩の顔など、
全部忘れずに目に焼き付けてください。大切な思い出はこれからの人生を
もっと豊かにしてくれます。
　また、卒業生の皆様には二点だけ持ち続けてほしいことがあります。一
つはありがとうという感謝の気持ちともう一つは夢を持つことです。皆さ
んの成長の陰には、きっとご両親や先生方、ご家族、お友達など、まわり
の人々の大きな応援があったということ、一人で大きくなったのではない
ということを、決して忘れないでいてください。周囲の人に対する「あり
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����校��長������陳���雪��霞

祝�福�與�勉�勵

がとう」の気持ちを、いつまでも持ち続けることのできる人であってほし
いと願っております。また、もう一つは夢を持つことの大切さです。夢が
あれば、それに向かって人は一生懸命努力します。所詮ただの夢なんて軽
く思わないでください。夢があるから、希望が生まれ、チャンスさえあれば、
それを実現することに繋がります。失敗を恐れず、ひるまず、夢に向かっ
てやりたいことをどんどんチャレンジして、元気に羽ばたいてください。
　最後に校長先生をはじめ、教職員の皆様、幼稚園の数年間、小学校の六
年間、中学校の三年間、本当にありがとうございました。卒業生の皆様の
今後の健やかな成長とご活躍、ますますご立派になられることをお祈りし
まして、わたくしの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。

������已是三月天，仍覺春寒料峭，聽驪歌聲起，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，向中學部第六十五屆、小學部第六十八屆、

幼稚班第四十八屆應屆畢業同學及家長們道賀，恭喜畢業生們學業告一段落，

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，在這畢業之

際，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

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
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���������������������������������������畢�業�的�感�動

���������������������畢業感言���������������������������小六����雷千尋

����「光陰似箭，歲月如梭」一眨眼的工夫，我們從小一升到了小六。春風輕拂過我

的黑髮，一時我閉目沉思，多少往事在心海中沉浮。

����當我剛上小一的時候，我沒有一位朋友，每天緊緊張張，畏畏縮縮的。那時老

師對我們親切如太陽般的笑容，就成為我唯一的依靠。小二開始，我交了許多朋

友，也增加了不少爭執，有人拿走了我的鉛筆，還有人誤會我偷走了他的東西。小

二結束時，我們還吃了美味無比的比薩餅 ....。升到六年級時，多半的同學轉走了，

新同學又進來了，我又到了陌生的世界，經過玩遊戲等接觸，我很快就有了幾位朋

友，一起打鼓，一起談天說地，一起回家 ...，我們的友誼與日俱增。不知不覺到了

三月了，我這才意識到我們要畢業了。

����為什麼？每當上國語課的時候，課文裡出現許多對畢業生們鼓勵和支持的句子。

音樂課也開始練習唱畢業歌，我總是夜晚翻來覆去無法入眠，雖然我年齡還小，可

是我的黑髮裡，也有了幾根刺眼的白絲，這就可以表示我現在的心情是多麼的浮燥

與不安。哎呀！時間都去哪兒啦！我的熱淚奪眶而出，滾落到桌上。可惜「天下沒

有不散的筵席」，我也無法去控制時間，日復一日，年復一年。可是，我轉念一想：

我不能再這樣繼續下去，我應該去面對現實。

����因為大家都有自己的夢想，所以我不能阻止他們的離去。儘管我們暫時分別，但

是我相信總有一天我們會再相聚。

走向圓融的人際社會，迎向永遠幸福的人生道路。

������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，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。����
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����我走我的路，你也要走你該走的路，這就是人生。「無為在歧路，兒女共沾巾。」

我們不應當再像小孩般哭鬧，因為我們長大了。

����在離別之際，我想說：「祝大家鵬程萬里，展翅高飛！」

�������������

���������������������驛動的心��������������������中一����詹合翔

����每年的春天，三月就是畢業的季節，雖然是一個段落的結束，但也是一個新的開始。

����大家都一定會體驗過這個段落，有的人很傷心，但有的人很開心。三月，畢業的

季節，中三的學長學姊們即將畢業了，他們幫助我們，指導我們，有的是嚴格的學長，

有的是平時和學弟學妹打成一片，玩在一起溫和親切的學長。

����雖然我和中三的學長們在一起的時光只有一年，但是這一年裡，有太多令人難忘

的回憶�運動會、華友祭和春節祭等舞獅的表演，他們是那麼熱心的指導我們。操

場上一起打球，一起吶喊加油 , 無論何時何地，他們對我們都是那麼好！

����如今，學長學姊們就要離開學校了，我希望他們可以適應新的學校，交到好朋友，

並希望他們學業進步。

����再一次感謝！學長、學姊！

���������������������歡送畢業生�����������������中二����李榮治

���三月春風，徐徐吹來，吹綠了樹枝，吹藍了天空，吹得花朵奼紫嫣紅，也吹醒了

大地。處處春意盎然，生機蓬勃。就在這既珍貴又神聖的時刻，中三的學長學姐們，

要以畢業生的身份，展翅翱翔，迎向光明的未來。

���三年的學校生活，在師長的悉心栽培下，你們一個個，從稚氣未脫的孩童，成長

為知書達禮的青年了。過去種種、點點滴滴，一幕一幕的，好比電影畫面般，五彩

斑斕地深深的刻印在我們每一個人的腦海裡。回想和學長學姊們在校園裡朝夕相處

的日子，歷歷在目；那麼的令人難忘，那麼的令人懷念：春季遠足、夏天的游泳訓練、

露營活動、秋天的運動會以及有你們不惜犧牲形象、盡情演出的學藝會。學長學姊

們請不要忘記，我們永遠是你們的學弟學妹，大阪中華學校永遠是你們的心靈故鄉！�

希望學長學姐們，成為高中生，甚至是大學生或是成家立業時，也能以大阪中華學

校為榮，還能記得在這裡留下的美好回憶。���

���歲月如流，三年的時光轉瞬即逝，今日起，你們即將離開學校成為高中生，學弟

學妹們百感交集，心中雖百般不捨，但還是期盼學長學姊：挺起胸膛，勇敢無畏地

朝著新的里程碑，邁出腳步、走向目標。祝福你們今後的人生旅途一帆風順，精彩

萬分！無論你們走到哪裡？永遠都是我們學習的好榜樣。我們也要像你們一樣的勇

往直前、努力實現夢想。

��「春風拂面白雲馳，驪歌一曲話別離」。最後，請讓我用小學畢業時，所學到的畢業歌，

來與你們話別。

���������長亭外，古道邊，芳草碧連天。

���������問君此去幾時還，來時莫徘徊。



���������天之涯，地之角，知交半零落。

���������人生難得是歡聚，唯有別離多。

����珍重再見

�����������������

����������������������畢業生感言������������������中三�����任思翰�

����光陰荏苒，轉眼間，三月已經來臨，中學生活就這麼匆匆的到了尾聲！我們將

要踏著初春的陽光，迎著溫和的春風，帶著眷戀及不捨、責任與期望，揮手告別這

個有著我們的歡聲笑語、陪伴著我們走過中學三年的美麗校園！�“春蠶到死絲方盡，

蠟炬成灰淚始乾”三年來，最難忘的是那每日在身後守望著我們的眼睛，在快要跌

倒時及時伸來的雙手 ----- 敬愛的老師們，老師們的鼓勵與鞭策就如同漫漫長夜中的

燈火，如同遍天陰霾中的陽光，這一路上是您們為我們遮風擋雨，是您們用青絲間

的銀白記載我們成長的點點滴滴，督促著我們努力學習天天向上！讓我們品嘗到了

不同的學習的快樂和成功的喜悅，讓我們成為一個有自信、不斷超越自己的強者。

感謝老師！

����在我們成長的期間，總是在背後為我們默默地付出的那是，我們的父母。他們在

賦予我們生命的同時，也給我們帶來了一生的愛。他們不辭辛苦，時刻惦記著我們，

為我們操心。無論事態如何變遷，他們都會盡自己的努力來保護我們，使我們健康

的成長。如今畢業，父母或許也多了份莫名感傷及成就感！因為他們的孩子正在逐

漸的長大 .....�感謝他們一直以來無微不至的關懷與照顧，感謝父母！�

���這一千多個日日夜夜，緣分讓我們相遇，將我們匯集在這裡。在這沿路長滿荊棘

與鮮花的征途上，我們齊頭並進努力學習，一同經歷各種酸甜苦辣。我們慢慢的褪

去了剛升初中時的天真懵懂，漸漸的走向成熟穩重。或許有一天我們將各奔東西，

分散在世界各地，但我相信山海雖可以阻隔彼此，卻阻隔不了我們的思念。距離可

以拉開你我他，卻拉開不了我們之間真摯的情義。感謝所有的學伴們！

����這是一段令人難忘的記憶，這是一份難以揮發的情懷，這裡的一切將成為生命中

難以忽略的存在。失落時句句鼓勵的友情，淚雨中切切教誨的師恩。在這裡，我們

一同夢想並奮鬥著，付出並快樂著，實現並超越著 ......�昨天，我們共同學習，為將

來進一步努力。今天，我們依依不捨，告別這片芬芳美麗。明天，我們將帶著微笑

懷揣著夢想與自信，再闖另一片新的天地。����

         　　　　「　　卒　　業　　」　　　　　６年　岸部智美
　卒業とは、心身共に成長すること。
　卒業とは、自分の人生の新たな一歩を踏み出すこと。
　卒業とは、大好きな仲間達と別れなければならないこと。
　私は人生の中で、卒業を何度経験するのでしょう。卒業することに喜びを感じ
る人もいれば、悲しみを感じる人もいます。卒業することに喜びを感じる人は、
その学校に何か嫌なものがあるのかもしれません。卒業することに悲しみを感じ
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る人は、通っているその学校が大好きなのでしょう。
　私はどちらかというと、卒業することに悲しみを感じています。
　大好きな友だちとの別れ、先生との別れ、いろいろな別れがあります。別れは、
とても悲しいです。
　しかし、人生の中では、別れを体験するときがたくさん訪れます。「この子と離
ればなれになっちゃった。もう生きる気がしない」と、くよくよしてはいけません。
前向きに生きることが大事なのです。
　卒業する日が刻々とせまってきます。私の心の中はとても複雑です。
　「卒業」　別れを悲しむ日。
　「卒業」　小学生ではなくなる日。
　「卒業」　未来へ一歩近づく日。
　「卒業」　・　「卒業」　・　「卒業」

　　　           三年生へ贈る言葉　　　       中一　余　星
　卒業、おめでとうございます。
　一年間の時間を共に過ごしたので、卒業されることがとても悲しいです。
　私は、三年生の方々が卒業するまでに、数数の努力を見てきました。その姿か
らは、本当の先輩らしさを感じることができました。
　一年間という時間はけっして長くはありませんが、私にとってとてもいい思い
出になりました。
　本当に、今までありがとうございました。

　　　           三年生へ贈る言葉　　　      中一　劉　美月
　三年生の皆さん、卒業おめでとうございます。
　全員、無事にそれぞれの高校に受かって良かったです。
　皆、優しくておもしろい方たちで、とても充実した日々でした。今までいっしょ
にいて楽しかったです。
　ありがとうございました。

　　　           三年生に贈る言葉　　　      中一　詹　合翔
　卒業おめでとうございます。そして、受験合格、おめでとうございます。
　三年生の皆さんは、僕たちに色々なことを教えてくれました。優しく接してく
れました。
　皆さんは、僕たちの模範です。
　是非高校生活を楽しんでください。
　ありがとうございました。

8
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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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一、春假期間：

������三月二十一日至四月五日。

二、�中學部返校日：

������四月三日（星期五）上午九時。新���

������中二、中三返校。

三、開學日期：

����1��新生入學典禮：四月六日（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：四月七日（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：四月八日（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 103 學年度春假生活注意事項

103 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 長尾奏花 周��裕�涵 勘田慧兒 朱��詠�曈

小學中年級組 新井野杏里 權��書�賢� 蔣������惟 廖��奕�傑

小學高年級組 岸部智美 田中美有 平船綾乃 淺香有輝

中���學���組 祝��優�佳 田谷まなみ 李��嬉�允 河合���華�
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2015 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�����������������������       ��
林洵真　　學務主任������������������������中二

鄭若梅　　推廣主任������������������������中一

徳富愼弥���學務助理������������������������中三

林美杏������教務助理������������������������小六

邵盈榕　　學務助理������������������������小五

薄懷湘　　教務助理������������������������小四

蔣雪齡　　教務助理������������������������小三

黃光慧�������������������������������������小二

蔡世蓉�������������������������������������小一

卜永珠������總務助理������������������������幼班

李家淇������推廣助理

職員姓名���������

西谷浩明���總務（兼社會科）

王彥凱������總務

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

安實章夫������������理　　��科

高田靜子������������日　　��語

松原康之�　�����　日　　��語

小畑　憲������������日　　��語

程亦華　　���������幼�班�輔�佐

李惠芳������　　���民�族�舞�蹈

魏麗玲������　　���國����������樂�

Kevin�����������������英��會��話

�������◇替代役教師◇

徐祥議

黃暄育

�������������◇校醫◇

張秋雄�



参加、台湾の夜市のような屋台で「小吃」を楽しんだり、舞台の催し物や踊りを
観賞。会場は雨模様にもかかわらず、大賑わいで祖国の雰囲気を存分に味わうこ
とができました。その後、会場を「太成閣」にかえて、食事会と歓談の会となり
ました。春節祭の余韻のためか、七十ン歳と思えない大声で語り、食べ、笑った
結果、この日一日で全員体重が２キログラム増え、シワが 100 本増えてしまいま
した。参加者は写真のとおり 10 名でした。夕方、来年の「春節祭」を約束しな
がら解散しました。
　写真の説明：後ろ列左から旧姓名で施美津・包昭雄・高慶美・蘇建源・段清子
　前列左から楊素青・孫婉容・瞿延中・施喜美・孔繁瑞

校友
  園地

15

大阪中華学校第八届卒業クラス同窓会
　去る二月二十二日（日）の第十五回「春節祭」に合わせて
第八届クラス同窓会が開催されました。まずは「春節祭」に

屆 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 — 蘇建源 郭義男

10 劉忠耀 胡明信 王保義 戴天鴻 劉京子 張章宏

20 劉恩明 王孝壽 許智英 卜永和

30 張文清 陳志聰 李明聰 蘇琢邦 楊知美

40 林學謙 楊秋芬 洪政煉 李佑靉 吉田知幸 陳穎群

50 清水寰宇

60

70

大阪中華学校校友会クラス幹事
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　��二月二十二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，在本校舉辦了第十五屆「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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小學部舞蹈 中學部舞蹈

中學部舞獅

中華歌謠

小學部國樂

中學部鼓隊

特技表演

變臉
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學生
 園地

日語作文コンテスト

小學低年級組　第一名
         あいさつ                       小一　長尾　奏花

　私は、あいさつが大好きです。なぜかというと色々な人とともだちにな
れるからです。でも、あいさつはただ、色々な人とともだちになれるだけ
ではありません。パパやママにあいさつをするとパパやママはあいさつを
しかえしてくれるので私はうれしくなります。
　弟はたまに、あいさつをする時、その時のじょうきょうにあわない、ま
ちがったあいさつをします。
でも私は、わらいません。な
ぜかというと、あいさつ、と
いっても色々なあいさつがあ
るからです。
　たとえば、こんにちはやさ
ようならなどです。それに、
私もちいさいとき、へんなあ
いさつをしていたからです。
　私は、大人が、すごくいい
なと思います。なぜかというとこどもはあいさつをして、つくったともだ
ちとあそんだりします。
　けれど大人は、あいさつをして、つくったともだちとしゃべったり、ご
はんをたべたりしているからです。
　あいさつをしてともだちをつくると、とても楽しいことがあります。そ
れは、おかしをあげあいっこしたり、ともだちになった子の家にいったり
できるからです。
　私は、あいさつがあるから今のともだちがいると思います。あいさつは
すごいなと思いました。

小學中年級組　第一名　
　　　　         ケンカと仲直り              小四　新井野　杏里
　ケンカとは人と人とが仲を悪くする事。ケンカした後は仲直りをするの
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が当たり前です。
　私はもし友達とケンカをしたら後悔します。時には泣いたりします。そ
してまた友達と仲直りします。
　ケンカは、おたがいにいやな思いをして後悔します。そして、仲直りを
すると、もっと深い友達のきずなができます。
　人はおもちゃでもごはんでもありません。人は生き物です。だから時に
はいらつき、時には笑い、時にはケンカをし、それが終わったら仲直りを
する。それが人なのです。人には心がある。だからこそケンカができるの
です。だからこそ仲直りができる。
　私は、友達といっしょにケンカをして、友達といっしょに泣いて、友達
といっしょに仲直りをして、友達といっしょに笑いたいです。人との付き
合い、人間関係をうまくやっていける人になりたいです。大切な友達とケ
ンカをしても、すぐあやまれてすぐ仲直りできて、それを神様からあたえ
られたしれんだと思って、友達に感謝できるような人になりたいです。
　友達と友達同士のケンカを見ると私は止めたくなります。もし友達がけ
がをして出血していたら、私は、「大丈夫？」といって保健室へ連れて行き
ます。そして、「あの友達と仲直りして」と言います。そしてあの友達と私
の友達が仲直り出来る方法を考えます。たとえ自分のケンカじゃなくても、
大切な友達がケンカをしていたら、仲直り出来る方法を仲直りするまで考
え続けます。
　「ケンカするほど仲が良い」と言う言葉を私は信じています。だから私は
ケンカして良いと思います。だけど、仲直りをしないケンカはしてほしく
ありません。私はケンカをしても仲直りが出来る、そういう友達といっぱ
いケンカをして、いっぱい仲直りをしたいです。
　もし友達とケンカをして暴力をふるわれたら、その友達がどれだけ大事
でも私は友達をやめます。また、仲直りができてなくても友達をやめます。
大事な友達でも、暴力をふるうのは私は許しません。私は大切なのは勝つ
という事ではありません。一人一人の気持ちだと思います。
　ケンカとは一人一人の気持ちから浮き上がってきた怒りをぶつけ合う事
だと思っています。でも絶対に暴力だけはやめてください。
　これを読んでいるみなさんは分かるように「ケンカ」と「仲直り」は人
間生活の中で起こる事です。だから学校でも、家でも起こる事なのです。
だから「あの子と遊ばんとこー」とか「あの子いややな」とか、友達といっ
しょにその子の悪口は言わないでください。でも、その子の前では今まで、
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その子に不満を持っていたら言って、ケンカをして仲直りするのがいいと
思います。

小學高年級組　第一名
　                   家族の絆                  小六　岸部　智美
　この世の中には、家族は一つだ、家族の絆はこわれることがない、と思っ
ている人がたくさんいます。間違ってはいないと思いますが、どんなにか
たい絆で結ばれている家族でもお別れの時は必ずやってくるのです。例え
ば、親が喧嘩をし、離婚した時、子供が結婚して、家を出て行かなければ
ならない時、災害や病気で身内が亡くなった時など、数え切れません。
　そして私も、別れを体験したことがあります。それは大好きなおばあちゃ
んが病気で亡くなった時です。
　おばあちゃんは四人姉妹の末っ子です。大正時代に生まれたので、戦争
を体験しています。だから、戦争での出来事をたくさん教えてもらいました。
いつも笑顔で、私達にこけしやビーズを通した指輪、ネックレスなど、色々
な物をつくってくれました。お菓子を買って来れば私達にわけてくれるう
え、私がお母さんに怒られていると、お母さんに、「子供は失敗して育つん
やで。」と言い、私をなぐさめてくれます。それから、私と一緒に遊んでく
れました。私はこんなに優しいおばあちゃんと一緒にくらせることができ
て、毎日幸せでした。しかしおばあちゃんは「しんきんこうそく」を起こし、
去年の三月二十一日に亡くなりました。私は悲しくてしばらくの間何も話
せませんでした。とてもショックでした。私はおばあちゃんのかんおけの
中に「天国でも幸せでいてね。」と書いた手紙を入れました。その時おばあ
ちゃんの口がクッと動き、笑ったように見えました。私は思わずおばあちゃ
んにだきつきました。そしておばあちゃんの体をあたためてあげました。
　私は、家族の絆がこわれることと別れは決して同じではないと思います。
別れがあっても、その人を思う気持ちが強ければ、絆はいつまでたっても
こわれません。家族との絆、友達との絆、動物との絆など、私は全ての絆
を大切にしたいと思います。

中學組　第一名　                          中二　祝　優佳
　地球の自然環境は悪化してきています。いうまでもなくこれは私たち人
間のしわざです。
　今、都会に住んでいる私たちが日常的に目にする自然は何でしょうか。
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街路樹ぐらいのものしかないでしょう。それを見て私たちは「あ、ここに
自然がある。」と思うでしょうか。都会の汚染された空気の中にいる街路樹
を自然としてあつかうのは私たちが本物の自然を知らないからではないで
しょうか。
　都会を離れて少し郊外へ出てみてください。そこには都会にはない自然
があるでしょう。私たち人はそんな自然に出会ったとき、うんと心がすが
すがしくなった気がするのです。
　ではなぜ自然は私たちにやすらぎを与えてくれるのでしょうか。それは
私たちの最初の祖先が地球上にその生命を宿した頃にまでさかのぼります。
　私たちの祖先は海の中で生まれました。そして長い時を経て陸地で生活
をするようになったのです。生命の進化とは不思議なもので、いつの日に
か私たち人の祖先は樹の上で生活するようになりました。その頃の祖先た
ちは豊かな自然と共生していたのです。
　最初の生命が海という大自然の中で生まれたときから、私たちは自然と
良い関係を築いてきました。樹の上で生活していた頃の祖先は樹になる果
実を食べて命をつないだり、高い樹の上に住んで地上の恐ろしい獣たちか
ら身を守っていました。私たち人と自然との関係は本当によいものでした。
　自然が人にやすらぎを与えてくれるのは、私たちに流れる血の中に祖先
たちの記憶が残っているからかもしれません。
　ですが、冒頭に、述べたとおり、今では人が自然を裏切ったことで、地
球の自然がピンチにおちいっています。これでは自然が怒るのも無理あり
ません。少し前の話になりますが、東日本大震災では多くの人が津波で亡
くなりました。人々はこのことで大自然の恐ろしさを改めて認識しました。
　人が自然を裏切るだなんてなんと恩知らずなことでしょうか。自然は私
たち人が恩を忘れて自分たちの王国を作ったときでも絶えず働いて、人の
出す二酸化炭素を酸素にかえて生物の生活する環境を維持してくれていま
した。人間はそれを当然のこととして、二酸化炭素の排出量を増やし樹の
負担を多くするだけでなく、その優しい樹を切って森林の面積を減少させ
たのです。樹の負担量にも限度はありますから、負担しきれなくなった分
の汚染された空気が大気に満ちて、大気汚染をひきおこしたのです。
　自然の終わりは生命の終わり。恩知らずな人が自然を終わらせてしまえ
ば、私たち人も終わってしまいます。現に環境汚染が私たちの体に多くの
影響を及ぼしていることも言われています。私たちは自身の保全よりも限
りある自然の保全に力を入れたい方がよいと思います。
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���������������������������������������春   節   祭
����������������������������春節祭真快樂�����������小三

( 一 ) 羅之遙

����週日我跟著媽媽到學校參加春節祭活動，媽媽去顧攤位，我去找老師幫忙開門，

順便拿金劵。

���然後和阪本優奈一起去找佐佐木悠葉，找來找去，找不到她，就先拿金劵去玩彈

珠遊戲。第一次我買了一把劍要給弟弟當玩具，第二次選了吹泡泡組合，在家可以

和弟弟一起玩吹泡泡。找到佐佐木悠葉後玩了一下，媽媽說：「要回家囉！」我只好

和阪本優奈、佐佐木悠葉說：「拜拜！明天見！」

( 二 ) 岡田晶

����二月二十二日我和哥哥媽媽去學校的春節祭。我們看到操場裡有很多的客人，然

後我看著看著看到了喬一笑，所以我們一起看有什麼好吃的食物或遊戲，我們找到

了遊戲後，玩了兩次就去喝珍珠奶茶，因為遊戲太好玩了，又回來玩了幾次，接著

和喬一笑東玩玩，西看看，到了下午三點，我們就回家了。

����回家時下雨了，但是今天的中午沒下雨，所以今天運氣真好！

( 三 ) 喬一笑

����二月二十二日星期天，是我們學校的春節祭，帶著快樂的心情到了學校。一到校，

我先找我的好朋友岡田晶，再一起買吃的、喝的和玩的。

����首先，我和岡田晶一起喝珍珠奶茶；然後，我們一起吃兩百元的香腸；最後，最

後我們玩遊戲的玩具，我們玩了六次，但是只得了五個玩具，因為有一次失敗了。

我們贏的玩具是乒乓球、旋風飛盤、飛鏢和會亮的玩具。

����我覺得春節祭是很好玩的活動，這一天真的很好玩，既開心又好吃，雖然一年只

有一次，但是我滿足得快要爆炸了！

�����������������������������春節祭剪影�����������������小四

( 一 )� 大西勇輝

����2 月 22 日星期天，一大早 7 點 30 分我就到校了，因為今是期待已久的春節祭。

好多同學都還沒來呢，閒逛了一會兒，看到日覺伸一和陳治生一前一後走進來，我

趕緊去找他們，從現在開始，我們要開始大吃大喝大玩了！

( 二 ) 孫政裕

��������我買了美味可口的蘿蔔糕和豆花，還有最有人氣的珍珠奶茶，我只逛了一下，

就回家了！

　私が思い描く人と自然との共生を実現するために取り組みを始めている
人たちがいます。私は自然との共生が近いうちに実現することを望みます。
人と自然との共生は決して実現不可能な夢ではありません。
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( 三 ) 川口千音

����我玩得興高采烈，也吃得津津有味，最有趣的是可以大聲叫嚷，這次的春節祭真

的好高興！

( 四 ) 橫沢大和

��������2015 的春節祭開始了，早上十點多飄些細雨，我邊吃邊逛，每一家賣店都很忙，

有的十分熟練，有的手忙腳亂，不過感覺這次的商店對待客人要親切多了。

( 五 ) 石森太陽

����我去了春節祭，但是到學校已經快下午兩點了。到校後，我趕緊去買六個芝麻球

和二個肉包，就吃了起來。可能是肚子餓扁了，覺得太好吃了！

( 六 ) 新井野杏里

����到了學校九點半，所有的店都已經開鑼了，我和妹妹趕快去排抽獎的劵，排的

人太多了，我們等了快一小時才拿到抽選劵，我的號碼是 029，中了，是十三等賞，

還不錯，至少不是殘念賞。

（七 ) 道上百惠

����到了十二點，輪到我們國樂表演了，一開始，我有些緊張，有的地方拉錯了，但

我還是很努力的表演，演完後，大家都拍手叫好，真的很開心！

（八）坂本美映

����要開獎了，我很認真的聽開出來的號碼，一個一個宣布完了，怎麼都不是我抽籤

上的數字呢？唉 ! 沒關係，明年再加油！希望明年司儀會唸到我的號碼！

( 九）黑川佳臨

����我和藤田紅良良一起逛，我們學生每人都有一張一千元金劵，我們花了兩百元的

遊戲，得到�一支棒棒糖，然後喝珍珠奶茶和吃了難得吃到的牛肉麵，還有 551 包子

和餃子，吃得飽飽的，十張 100 元金劵剛好用完。

�( 十 ) 長澤唯

����吃了各種各樣的小吃後，就等著開獎了，想到去年抽獎劵的號碼再加上 1 就中頭

獎了，希望今年一定能得獎啊�! 結果又落空了 .....。

( 十一 ) 廖奕傑

����今年的春節祭我特別高興，因為往年為了趕去學小提琴，都是來去匆匆，而這次

春節祭我可以悠哉地慢慢閒逛，穿梭在川流不息的人潮裡推來擠去，真有意思！

（十二）黃夢瑤

����「每逢佳節倍思親」身處在異鄉的華人在過年的節慶裡，都會十分思念家鄉。2 月

22 日也是正月初四，在學校舉辦了「大阪華僑春節祭」，我在中午來到學校，重新

感受過新年喜氣洋洋的氣氛，也來品嘗各式各樣的中華美食。

( 十三 ) 石天成

����吃、喝、玩，大家都樂在其中，到了下午三點，春節祭在我們的歡聲笑語中，不

知不覺的結束了！
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��������������������多采多姿春節祭�����������������小五�李雨恩

����每年到了快樂的農曆新年，在我們大阪中華學校就會舉辦年味濃濃、獨一無二的

春節祭！每到這個節日，小小的中華學校在一天之內，就會湧進四五千人共襄盛舉。

����今年的二月二十二日也不例外，我和媽媽帶著弟弟，一起到學校參加一年一度盛

大的春節祭！春節祭的每個攤位除了販賣各種美味的中華傳統小吃之外，也擺著各

式各樣玲瑯滿目的商品，任君挑選。

看到那麼多有趣的東西，令我目不暇給非常開心 ! 家人和我也吃了許多可口的小吃，

香噴噴的炒米粉、軟中帶脆的蘿蔔糕、濃郁十足的擔仔麵，以及咬下一口便令人回

味無窮的 551 肉包等�。

����整個上午，我也和遠從東京回來大阪的親密好友玩得很開心！同時，也遇見了許

久不見的好朋友們，大家一起吃著東西，一起聊著各自生活中的趣事，非常愉快，

溫馨美好的時光真令人回味無窮 !

�����到了下午，天空又下起綿綿細雨，大家急忙撐起傘來，欲罷不能繼續逛著攤位，

過了不久，雨勢越下越大，許多人急忙買了吃的喝的之後，趕緊離開會場 ! 當下，

媽媽也決定放鬆一下，晚餐就拿春節祭的美食來打牙祭 !

����今年的春節祭，天空雖然不太賞臉，下了些雨，但我想，每位來參加的客人一定

都很玩得非常開心，意猶未盡 ! 希望明年、後年、大後年，每年都有充滿濃郁的中

國年味、多采多姿的大阪中華學校春節祭 !

������������������我最愛的人總是傷他最深����������中二���王龍陽

����在我的成長過程中，有痛苦也有喜樂。當我有苦悶的時候，有人和我分擔；而我

有快樂時，也有人與我分享。這位影響我最深的人，就是我最敬愛的媽媽。現在，

就來談談我媽媽吧！

����我媽媽有老花眼，所以帶了一副老花眼鏡，看起來秀秀氣氣的，化起妝來很美

麗，不化妝更動人！我媽媽是一位天才老媽，她總是很有耐心地的教導我，有如知

心朋友般。每當我有煩惱、有心事時，告訴了她，她一定會義無反顧的幫助我。但是，

我總是做出傷害她的事，不用功讀書，上學每天遲到，更常常頂嘴，這些都讓她十

分擔憂。

����我希望能徹底地改過這些不好的習性，不再讓媽媽生氣

，不然原本身體不是很好的她一定會承受不了！����

拶拶拶拶拶拶拶
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小一��提早寫作
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小二��提早寫作



28



29

2014 年度學生作品展
(2015.3.10~11)
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2014 年度學生作品展
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(2015.3.7)
中國語班成果發表會

兒童A班

兒童 B班

兒童 C班

成人A班

成人 B班

成人 C班

成人 D班發表會合影


