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第一學期中學部期中隨堂考試

第一學期教學參觀、班級懇談會、家長大會

運動會練習開始、校時調整

運動會預演，下午停課

更換夏季制服

慶祝創校七十週年校慶暨運動大會

運動會補假

運動會預備日

端午節

創校七十週年校慶紀念日

全校中文作文比賽

第一學期期末大考

台北教育大學師生來校指導游泳訓練

下午停課開始、三者懇談

第一學期結業典禮

暑假開始

中學部夏季露營

小學部夏季露營

暑期輔導

六月

五月

七月



   

　　　　
　　　　
             　   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
   

2016 年度學生人數至五月二十五日為止，

幼稚班 29 名，　小一 34 名，小二 24 名，小

三 38 名，小四 35 名，小五 26 名，小六 32 名，

中一 9 名，中二 20 名，中三 19 名，共 266 名。

本校陳雪霞校長任教三十餘年，長年致力關

西華文教育，榮獲大阪府知事表彰教育功勞

賞，深表祝賀。

為支援日本熊本及南美厄瓜多爾地震受災

者，全校學生日前捐出平日零用金共計 3 萬

1 千日元，期盼早日重建家園。

為配合運動會練習，自 5 月 16 日～ 6 月 3

日調整校時如下，敬告知各位家長。

����������������������������現����������������������������������調整期間

�����運動會練習��������������������������������08：30～09：10

�������1 時限���08：50～09：35����������09：20～10：00

�������2 時限���09：45～10：30����������10：05～10：45

�������3 時限���10：40～11：25����������10：55～11：35

�������4 時限���11：35～12：20����������11：40～12：20
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消　　　息
⑴

⑵

⑶

⑷

◇義捐消息◇

1. 大阪中華總會 2016 度開學典禮寄付金��　���������������270,000円 
2.中嶋春秋堂開學典禮寄附金�　　　　 　　　　　　���20,000円
3.�台商協會會長王明裕先生寄附禮堂音響設備������������400,000円

���������������＜在此深表感謝＞

K
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慶祝創校 70周年運動大會通知

　本校將於 6 月 5 日（星期日）上午 9 時在校內

舉行運動大會。敬請各位來賓、校友、家長們踴

躍出席，共襄盛舉，並請在當日上午 8時 45 分前

到校以便參加開幕式，謝謝。

����*�如遇天雨，將順延至 6月 8日（星期三）���

2016 學年度開學典禮2016 學年度開學典禮
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� � �欣逢本校創校七十周年新年度開端，也是中華民國一百零五學年度開學

之際，本人謹代表全體教職員，向本校中學部第六十七屆、小學部第七十屆、

幼稚班第五十屆的新生及全體同學和家長們道賀，恭喜同學們學級更上層樓，

並祝福大家都能把握這美好的開端，抱著新願景，迎向新學年的每一天。

���俗話說：「一日之計在於晨，一年之計在於春。」也就是告訴我們，在這美

好的春天，學年度剛開始，就要訂定目標，掌握學習要點，勤勉精進，持之以恆，

自然就會有豐碩的成果。

� � �「十年樹木，百

年樹人」教育是一

個國家的根本聖業，

本 校 創 校 七 十 年

來，一直傳承老華

僑創校辦校的偉大

精神，發揚中華文

化倫理道德神聖的

傳統，在各種學習

領域課程設計中，依德、智、體、群、美五育兼備原理，聘請專業而有理想，

熱心僑教的教師加入教學團隊，師生共同努力；且不斷充實教材及軟、硬體

教學設備，力求為僑社及國際社會培養多方位人才。校長希望在老師們的諄

諄教誨中，每位同學都能用心學好做人處事的道理：孝順父母、尊敬師長、

友愛兄弟，並把“能說一口流利的華語”列入新學年的學習計畫中，因為學

好“華語”是每一位家長送同學們到中華學校來的重要目的，也是華僑學校

重要的教育目標。父母們用心良苦，希望同學們多好好體會，誠摯有恆，堅

定信念，只要持續不斷的努力，就會愈學愈有趣，愈來愈進步。��

� � �在這裡還要寄語所有新生的家長們，「快樂的學校生活，才是學習的第一

4

������������������������校長���陳雪霞

創業維艱����守成不易
─新學年新願景─
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步」，讓我們先幫著孩

子們喜歡學校，喜歡老

師，愛同學，愛上學，

慢慢的成績就會進步。

請家長們與學校配合，

緊密聯繫共同努力，幫

助孩子們個個都在溫馨

的環境中孕育，不僅身

心靈健康開朗，更能學

而有成。�

���最後，本人謹以最真誠的心，祝福大家身體健康、學業進步；也祝禱地球

村上的每個國家，社會祥和，國泰民安。並感謝中華民國台灣政府、日本大

阪府及本校理事會，七十年來的守護與奉獻，還有家長會的協力與配合。

「創業維艱、守成不易」我們全體專、兼任老師一同，感念歷代創校、辦校前

輩們的苦心；往後更將本著最高的教育熱忱，盡最大的努力，為下一代的教

育服務奉獻，以此祝賀我大阪中華學校，創校七十周年，校運昌隆，迎向百年，

桃李滿天下。

全體教職員合影



校舍整備

煥然一新
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教學參觀 班級懇談 (2016.5.14)
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2016 年度第 1回 PTA大会家長

 園地
PTA 會長致詞

�� � � 大家好，我是會長澤尾淳心。感謝大家百忙之中參加今天的第一回 PTA

大會，能和大家共同參加 PTA 活動，很高興、很榮幸。也請大家多多指教。

　　大阪中華學校設立於 1946 年，今年正值 70 週年，是一所有歷史的學校。

數十年前我在這裡讀書時，這就是一所溫暖如家的學校。以校長為首，老師

們既嚴格又熱心，照顧到每一位同學，不僅教給我們華語和英語，也教給我

們做人的道理，這是在普通學校無法獲得的寶貴財富。

����另外，學校和家長之間也保持著良好的關係。把孩子送進大阪中華學校的

家庭，大多是有著國際背景，也是關心教育的家庭。對孩子們來說，什麼才

是健全良好的教育環境 ? 我想那是只有學校和家長相互信賴相互配合才能夠

形成的。只有這樣才能夠培養出有著豐富心靈世界和堅定信念的孩子。衷心



希望大家通過 PTA 活動，近距離感受孩子們的教育狀況，也希望能夠有助於

家長們之間的交流和信息互換。大家如果遇到什麼問題或者有不明之處，請

與 PTA 以及班級委員聯繫。無論何時，不必客氣，歡迎提出寶貴意見，PTA

會盡一切力量為大家提供支援。

����本年度將初次舉辦制服交換

會。今年採取記名和交換的形

式。制服是孩子們平日裡努力

學習的象徵，希望大家珍惜愛

護，在交換之際能夠不忘互相

感謝之情。

� � � 今年正值大阪中華學校值得

紀念的 70 周年。在座各位家長、

班級委員、PTA 委員、每一個人都是我們的一員！儘管大家都很忙，為了給

我們的孩子創造一個良好的學習環境，請大家齊心合力、友愛向上、讓我們

的國際校園 = 大阪中華學校越來越好。∼�感謝大家、加油！�
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    皆様こんにちは。
　会長を仰せつかりました澤尾淳心と申します。
   本日はお忙しい中、第一回 PTA大会にご参加いただきましたことを、心    
から感謝申し上げます。  これから皆様と PTA活動でご一緒させていただけ
ることを大変嬉しく、光栄に思います。どうぞ宜しくお願いいたします。
    大阪中華学校は１９４６年に設立しました歴史ある学校です。今年で創
立７０周年になります。私が在学していました数十年前から、とてもアッ
トホームな学校でした。校長先生をはじめ、先生方は超厳しいけれど教育
熱心で、生徒ひとりひとりに
目が行き届き、世界言語の中
国語と英語の語学だけでなく、
人としての道徳観念を教えて
くださいました。これは一般
の学校では決した得られない
財産です。また学校と保護者
様もよい関係を結んでまいり
ました。

PTA 会長挨拶



10

    大阪中華学校にお子様を入れていらっしゃるご家庭は、もとより国際的
な環境にいらっしゃるご家庭、そして教育に熱心なご家庭の方が多いと思
います。お子様にとって健全でよい教育環境とは何か？それは学校と保護
者様がお互いにしっかりと信頼しあい、コミュニケーションを取り、協力
し合うことで成り立つと思います。心豊かな、信念のぶれないお子様が育
ちます。
    ぜひ PTA 活
動を通して、お
子様の教育を身
近に感じていた
だき、保護者の
交流、情報交換
にお役立ていた
だけましたら幸
いです。
    お困りのこ
とやご不明な点
がございました
ら、今後はまずは PTA会やクラス委員にご相談ください。いつでもご遠慮
なくお気軽にシェアしてください。出来る限りサポートさせていただきま
す。
    また、本年度よりあらたに制服交換会を開催させていただきます。本年
度よりお名前の記載と、制服交換という形にさせていただきました。
    制服はお子様が日々勉学に励んできました象徴です。大切にあつかい、
お互いに感謝の気持ちを忘れずに交換をお願いいたします。
    今年はちょうど記念すべき大阪中華学校の７０周年になります。
    ここにご参加の皆様、クラス委員、PTA役員、お一人お一人の皆様が大
切なメンバーです！
    皆様お忙しいとは思いますが、お子様にとってより良い学校環境づくり
を目指して、やる時は力を合わせて、楽しく明るく、仲良く、素敵にインター
ナショナルスクール =大阪中華学校を盛り上げて行きましょう～ 
    感謝大家、加油！    



11



12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016年度第一回 PTA大会（2016年 5月 14日） 

● 2015年度 PTA活動報告 

① 浪速区民祭りでの玉入れで大阪中華學校PTAが準優勝しました。（9月13日） 

② 春節祭にて模擬店販売 売上 42,419円（2月 14日） 

③ トイレの改修、ブラインドの付け替え、壊れたブランコの撤去、鉄棒の点検 

④ 吉田前会長が退任、澤尾淳心 PTA新会長として承認されました（3月 5日） 

⑤ 予算￥1,800,000（会費 7,200円 X250人）の決議 

 

● 2016年度 PTA活動予定 

・新小２ ⇒ 浪速区民まつり担当。 ９月１１日（予定） 

        学校 PTA代表をクラスより１１人選出し玉入れ大会に参加 

        ＰＴＡ会費補助１人￥６００（お弁当代・お茶代） 

新小３ ⇒ ２０１５年春節祭担当 １月２９日（予定） 

        バザー用の材料買出し、下準備、店当番など        

新小４ ⇒ ＰＴＡ大会（５月・9月）の準備及び会場整備などを担当 

文化祭 ⇒ 厚生委員が中心となって学校側に協力をする 

運動会 ⇒ 総務委員が中心となって学校側に協力をする 

・その他 ⇒ 第二回台湾懇親旅行、制服・体操服交換会の開催、クラス委員選出方法

の変更（今年度より全員、必ず一度はクラス委員にご協力いただく様お願いします） 

 

PTA連絡用アドレス…ocs.pta.1@gmail.com（ｵｰｼｰｴｽ･ﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ･ｲﾁ@ｼﾞｰｴﾑｴｲｱｲｴﾙ･ｼｰｵｰｴﾑ） 

大阪中華學校家長會通知 
非常感謝各位家長於 5月 14日家長大會時,協助學校制服和體育服的尺寸交換活

動順利完成。接下來的活動也請多支持。以下是下次舉行活動的内容和時間通知。 
n  2016年 6月 5日(星期日) 運動會中午休息時間(約 15分)。（小一教室） 

當日 6月 5日(星期日) 只舉行制服和體育服的捐贈活動。 

大阪中華学校 PTAからのお知らせ 

去る 5月 14日 PTA大会では、制服・体操服のサイズ交換会にご協力頂き、有難

うございました。引き続き本活動にご協力をお願い致します。 

次回の、開催日時については、以下の通り連絡させて頂きます。 

n 日時   2016年 6月 5日（日） 運動会昼休憩の 15分程（小 1教室にて） 

6月 5日（日）は、寄贈のみの受付とさせて頂きます。 
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校友
  園地

大阪中華学校校友会クラス幹事

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

���第八屆校友及本校理事會評

議員蘇建源先生，參加第七十

屆入學典禮，代表理事會羅理

事長致新入生歡迎詞。

蘇
建
源
先
生
並
代
表
校
友
會

卜
會
長
贈
送
新
入
生
紀
念
品
。

︵2016.4.4

︶



春 季 遠 足
東映太秦映画村 (2016.4.22)
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學生
 園地



�����������������������春季遠足� � ���������中二��岸部智美

���四月二十二日星期五，這天是大阪中華學校的春季遠足。我們一早就到了學校集

合，一起坐巴士去京都的東映太秦映畫村。我們是第一次去映畫村，因此大家都非

常興奮。據我瞭解，映畫村鄰近嵐山，而且是東映時代劇的主要拍攝場地。

���到了映畫村後，我和同組的四位同學一起商量，決定去玩三種娛樂設施。其中，

令我印象最深刻的是號稱「史上最恐怖的鬼屋」。這是我第一次體驗鬼屋。鬼屋裡又

暗又陰冷，在忽明忽滅的亮光裡，我看到了很多鬼型人偶，還有帶血的燈籠…。走

著走著就會突然聽見鬼的叫聲，使得我一路走得心驚膽戰，不敢大口呼吸。鬼屋實

在是太可怕了！但是跟我一起去鬼屋的三個朋友，一個說一點都不可怕，一個說這

哪兒是史上最恐怖的鬼屋，另一個則說還想再嘗試一下別的鬼屋。我真佩服那幾位

一點都不害怕的同學。

���這次映畫村遠足讓我們飽覽了江戶時代、明治時代的街道等佈景，令我有種時光

倒流的感覺，非常有趣。但是可惜在映畫村裡停留的時間太短，讓人感到意猶未盡。

希望下次能有更多時間和朋友們共度這快樂的時光。

������������������������春季遠足�����������������������中一���尹���人

���這一天，全校前往京都映畫村遠足，我們玩得好愉快！在眾多遊戲中最讓我印象

深刻的便是號稱「史上最恐怖的鬼屋」。

���我和江鎮宇、宮下康希、黑川東洋準備進入鬼屋挑戰，四人中，宮下康希是最活

潑的（僅限於排隊的幾分鐘），而黑川東洋據說是鬼屋初體驗。

���剛開始進入時，兩盞長夜燈掛在那兒，開始播放影片了，看著看著影片突然停了，

宮下康希彷彿後悔了，直敲著沒有打開的門。結果我們被工作人員罵了一頓，心有

餘悸的重新出發了。

���鬼屋裡，漆黑的小道，伸手不見五指，好像鬼什麼的，與蠟像合為一體，我們

一一檢查，則會被催促，一不小心，換來的卻是尖叫！鬼屋，看似十分簡單，表面

上是人為的東西，但背後卻有心理學等設計的種種機關，比如眼前��。

���現代的「鬼」不同於往常，幾乎全是機器，嚇他，只是對牛彈琴，但它們卻被設

計的異常精妙。四個排成一列的人，偏要最後一人走到它 ( 他 ) ？前面的瞬間才突然

動起來，時間把握的分秒不差。早不嚇，晚不嚇，偏偏在那一剎那間嚇死人，所以

我們一路狂奔尖叫，趕忙進入了另一個小黑屋。

���屋裡，又有兩盞掛在那裡散發出螢火蟲般光芒的小燈，房間中的擺設與室町時代

的「書院造」如出一轍。有箱子和衣架等，唯獨少了榻榻米，在旁邊的椅子上坐了

一個人，不知是真是假。接下來好似發生地震似的，地板劇烈搖動，牆壁倒榻成 45 度，

向我們身上壓來��啊�。這時，不巧門被黑川東洋找到了，那旁邊的人突然向我

們撲來。我們飛快向前逃，沒想到江鎮宇的鞋子卻被踩掉了，但也拼命地跟著我們

朝向亮的地方飛奔。

���從這件鬼屋經驗中，我知道了永遠不能放鬆自己的警覺性，也明白朋友的可貴。

如果沒有他們，我個人永遠也不可能撐到最後，謝謝我的好夥伴！
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�������������������������春季遠足趣事������������������小四����李承欣

���今天是春季遠足的日子，目的地是「京都太秦映畫村」。

���在車上，大家興奮不已的交談著，說說笑笑了一小時多，就到達了目的地。下車後，

老師要我們排好隊，聽解說員說明需要注意的事情，然後就各班自行帶開活動。

���我們班上午是團隊行動，下午是個人行動。老師在團隊行動時間帶我們去參觀古

代學堂，還去觀賞了忍者秀。忍者秀結束後是午飯時間，大家先吃了自己帶的午飯，

然後就開始交換零食。吃完後，老師說可以讓我們自由活動，最晚一點半要回到中

央廣場集合。

���我們這組先一邊走一邊在路過的地方玩，邊走邊聊天，來到了有一座佛像的廣場，

很有趣，在一點十五分時，佛就會自動慢慢升起。然後我們又往回走到恐龍區，結

果還要等很長時間恐龍才會出現，所以時間寶貴，我們就走了，但我總感覺恐龍要

出現了，就一直回頭看，就在瞬間，恐龍探出頭來了，好幸運啊！看到恐龍了！

���集合之後，上車了，在車上還觀賞了航海王的影片。真是快樂又充實的春季遠足啊！

��������������������������春季遠足�����������������������小三���秋田小熙

���今天是學校的春季遠足，我們去的地方是「京都太秦映畫村」。

���我們在那裡觀看了日本古裝劇中的劍術，三個人拿著劍互相攻擊，十分激烈。雖

然知道這不是真的，但是他們的演技十分逼真，我的心也隨著砰砰七上八下的跳著，

眼睛緊緊的盯著他們的動作。

���吃完午飯後，我們可以自由行動，我和同學一邊散步，一邊看風景。我們在販賣

店裡看到了直直的忍者劍和有點彎彎的武士刀，原來這兩種武器是不同的。

���到了回去的集合時間，我們在入口的集合地方拍完全校合照，然後依依不捨的坐

車回家了。

小二提早寫作��（春季遠足）
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小一提早寫作��（春季遠足）
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　　　　         えんそく　　　　　　　　　1年　　山下　理人
　かわからかいじゅうがでてきました。かわにおちたらたべられるとおもいまし
た。
　　　　        えんそく　　　　　　　　　 1 年　森　優娜
　はじめてのえんそくはたのしかったです。にんじゃはかっこよかったです。

　　　　        はるのえんそく　　　　　　 1 年　河東　公学
　ぼくは、えんそくが、たのしみでした。みんなで、バスにのりました。おべん
とうが、おいしかったです。

　　　　         えんそく　　　　　　　　　 1 年　勘田　嘉敏
　にんじゃのろぼっとがひものうえでうごいておもしろかったです。そこのち
かくでみんなでひるごはんをたべておいしかったです。ごはんをたべたあとはみ
んなといっしょにさんぽをしてるときにちいさなでんしゃにのってとてもたのし
かったです。にんじゃもみられてうれしかったです。

　　　　        えんそく　　　　　　　　     1 年　阪本　紘佑
　ばすにのっていったえんそくでの 1ねんせいは、なんにもやらないでみるだけ。
ともだちはちゃんばらをやったので、ぼくもやりたかったけどむりだったよ。

　　　　       えんそく　　　　　　　　　  1 年　又吉　盛介
　しがつにじゅうににちにきょうとのえいがむらにえんそくにいきました。にん
じゃのたたかいをみました。たのしかったです。

　　　　      えんそく　　　　　　　　　　1年　深瀬　瑠依
　がっこうのえんそくでえいがむらにいきました。いけみたいなところのしたか
らきょうりゅうがでてきた。そのきょうりゅうはめがしろっぽかった。あと、きょ
うりゅうのくちからみずがでてきた。とてもこわかったけどおもしろかった。

　　　　　　春の遠足　　　　　　           ２年　　藤原　陽輝　　
　４月２２日にえいが村に遠足にいきました。バスでいきました。いきはけしき
をみながらいきました。１１時につきました。さきにだんたい入口の大手門から
入りました。そして、しゅうごうばしょの中央広場でやってはいけないことを、
ふくこうちょう先生がいいました。まず、中央広場から日本ばしまでいきました。
それから、中央広場にもどりました。中央広場にもどったらごはんです。ちなみ
におべんとうはままがつくってくれたおにぎりです。ぼくは中村座が一ばん面白
かったです。かえりはバスでドラえもんのえいがをみながらかえりました。とて
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もたのしい一日でした。

　　　　　     楽しかった遠足　　　　　　２年　　周　詩家
 　遠足がえいがむらでとってもうれしかったです。遠足はみんなでいっしょにあ
るいたりしゃしんをとったりしてとてもたのしかったです。そして、すこししょー
もみれてうれしかったです。みんなといっしょにおべんとうをたべたらもっとお
べんとうがおいしくかんじました。えいがむらは、こんなにたのしいのかとおも
いました。もちろんみんなといっしょにいったからもっとたのしかったです。さ
いごとかにへんなかおをしてもっとたのしかったです。またできればもういちど
いきたいです。それにおばけやしきに入らなくてよかったです。わたしは、おば
けやしきがこわかったので、つぎは、かぞくでいってみたいです。とってもとっ
てもたのしい一日でした。

　　　　　　   遠　　足　　　　                ３年　　藤 田　真 帆
　学校にいるみんなで遠足に行きました。
　最初におもしろ学習寺子屋に行きました。中に入ると、先生が「ピーピー」と
鳴らしました。あとでせつ明してくれる人が「ピー」と鳴ったと言いました。
　中に入る前にくつをぬぎます。四年生と三年生はざぶとんの上にすわりました。
　二分まつと始まりました。だけど、あまり聞こえませんでした。
　さいごに、話してくれる人が火をつけてくれました。
　次に江戸の町三丁目広場に行きました。そこでちゃんばらショーを見ました。
　段先生とよその学校の人と、北川くんとうちの学校の一年生、この四人が、ちゃ
んばらを教えてくれる人と一人一人戦ったところが、見た中で一番おもしろかっ
たです。
　さいごのきめポーズで、一番おもしろかったのは段先生でした。
　段先生のちゃんばらショーはおもしろかったけど、ほかはあまりおもしろくな
い遠足でした。お金をはらって入れるところに行けたら、もっと楽しい遠足になっ
ていたかもしれません。

　　              遠足は江戸時代　　　　　　　4年　西口　優姫
　私は、遠足に行ったことがとても忘れられません。その時の事をお話します。
　四月二十二日金曜日、ついに月日は矢の如く遠足の日に・・・・。教室中お祭
のようにさわいでいます。
「ねーねーお菓子何？」
「そうかー」
などの声が広がっています。
いよいよ出発です。しばらくたつと
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「あ！あべのハルカス！
「あ！グリコ！」
と、色々な声が聞こえてきます。
聞いているだけでワクワクしてきまし
た。
「ねーねーお話しようよ」
　私は隣の人に話しかけますが
「話しかけないでくれる？」
「えーせっかくなんだから話していいで
しょ。」
　私は少し泣きそうになりました。そんな中でバスは進んで行きました。
　気がつくと、東映映画村についてしまいました。行く前に先生に地図をわたさ
れました。映画村は古今東西、昔の風景が残されているかんじの所です。
　入るとすぐに洋風な建物があります。そこをすぎると寺小屋があります。そこ
に入って色々な事を学びました。色んなちしきがつまっていて、たのしかったです。
　その後色々見てまわりました。その後ご飯を食べ、自由行動で日本橋をわたり、
そこで事件が起こりました。
「ねーあっちいこー」
「あついー」
「・・・・うるさい」
「あっ地雷ふんだ」
「行きたかったら勝手に行って！」
「・・・・」
「ちょっと！」
「いいの。」
　そのあと、猿飛サスケのショーを見
て集合地へ。
「あ、きてたんだ。もー、心配したんだから！」
　その後、バスにのって学校に帰りました。
　そして遠足物語はまくを閉じたのです・・・。
　　　　　　　
                  　    遠　　　足　　　              ５年　杉部　愛美　
　私たちは四月二十二日（金）、バスに乗って京都の東映太秦映画村に全校生徒で
行きました。私は昨日の夜からずっと、かわいいお弁当を作ってとお母さんにた
のんでいました。私は起きて一番にどんなお弁当か見ました。そしたら、すごく
かわいいお弁当でした。
　朝ご飯を食べ、かばんを背負って、わくわくしながら学校に行きました。
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　駅に着き、電車に乗ろうとしたしゅんかん、「プシュー」とドアが閉まってしまっ
て、ガタンゴトンと音を立てて行ってしまいました。私はがっかりしました。少
したつとまた音が聞こえてきました。ガタンゴトン、私は電車に乗って大国町に
着いて、階段を上がり、歩いて信号を渡ろうとすると「赤」になってしまいました。
今日は運が悪いなぁ～と思いました。
　そして、学校に着き校庭に集まりました。校長先生が話をしたり、林先生やい
ろいろな先生が遠足のお話をしました。そして、担任の先生についてバスに乗り
ました。やっと出発です。私のとなりは呉秀娥さんです。最初はルンルンでお話
をしていましたが、ずっと乗っていたらつかれました。長いな～長いな～と言っ
ていたら、サービスエリアに着きました。私はかんちがいして、もう着いたと思っ
てしまいました。
　私は降りて外の空気をすって、またバスの中に入りました。そして、みんなが
そろったらバスが動きました。前や後ではぺちゃくちゃ会話が聞こえます。でも、
私はつかれてぐったりしていました。京都に行くのにこんなに長かったかなぁ？
と思いました。そして少したつと、「プシュー」バスが音をたてて止まりました。
そしたら、みんな自分のかばんを背負って一人一人バスを降りました。やっと東
映太秦映画村に着きました。
　私たちは、着いたらいつものように記念写真をとり、グループに分かれて行動
します。私たちのチームは、秀娥さん、晶さん、彩利さん、惟さん、一笑さん、
私の六人です。
　はじめにチームでご飯を食べるか遊ぶか相談して、結局遊ぶことにしました。
　一番最初に行ったのが、「立体迷路忍者の砦」と言う場所です。はじめに「体力」
か「頭」でした。私たち六人とも「体力」にしました。ルールは簡単でした。三
つのスタンプを集めてゴールまでつけば成功です。いろんな板みたいな物に登っ
たり降りたり、くぐったり、階段を上がったりして三つのスタンプを集められま
した。私たちは三つのスタンプを集めるのに九分かかりました。私たちは三百円
使いました。
　それから、みんなでいろんな場所で写真をとりました。町はすごく昔のふんい
きでした。
　それからご飯を食べました。みんなシートをしいて食べました。今日はお外で
食べれて、もっとご飯がおいしく感じました。そして、私たちがおかしを食べて
いると、松原先生が来ました。そして、私たちは今とった写真を見せたりして、
少しお話をしました。
　私たちはシートをかばんになおして、すぐ近くにある「レーザーミッション　
脱出の城」に入りました。係の人がルールを教えてくれました。「１．行ったら、
もう戻ってはいけない。２．走ったりしてはいけない。」と言いました。
　私たちが入るとかべに「足音をたててはいけぬ」と書いてありました。六人いっ
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きに行ったので、「だれだ！だれが来たのじゃ～」と大きな声がしました。そして、
カーテンのようなものがあるので行こうとすると、「バン！」と音がしました。中
は暗かったので、みんなびくっとおどろきました。そして、もう一回入ってみよ
うとすると、「バン！」とまた鳴りました。みんな怖いけどがまんして入りました。
中は全然怖くありませんでした。すごくすずしかったです。そして、橋みたいな
ものを渡って、滑り台を滑って、レーザーがいっぱいある所を通りぬけてゴール。
すごく楽しかったです。
　最後に「おもしろ迷路館」に行きました。周りには鏡があって、１０人くらい「私」
がいました。そして、風船みたいなものがいっぱいある中に入ったり、ななめになっ
ている部屋に入りました。そして、少し歩いたらゴールです。
　その後、私たちはうろうろし時間がたったので集合場所へ集まりました。そして、
バスに乗って帰りました。
　今日一日、すごく楽しかったです。今度は家族で行きたいです。

　　　　                 遠足　　　　　　　　　6年　権　書賢
　この一学期の一番の楽しみ。春の遠足「映画村」。
　私のグループは七人で唯さん、道上さん、尹さん、坂本さん、あおいさん、黒
川さんと私です。坂本さんの提案で、私達は他のグループと違い先にご飯を食べ
ました。暑い天気の中さわいでいる音がする中でのご飯は、遊びに行った気がして、
気持ち良かったです。
　遠足と言えば、自由行動。汗を背中に流しながら、レーザーミッション脱出の
城に向かいました。この、アトラクションにはみんな心がはじけるようにフワフ
ワしていた。あちらこちらにひっかけがあり、進めば進む程胸が高鳴って、圧倒
されました。
　次はお化け屋敷に行く事になったはずが人が大勢いたので行けなかった代わり、
立体迷路に向かいました。また汗を背中に流しながら・・・・。2つのコースが
ありました。私達は体力コース！！終わるとみんな「ハア̶ハアー・・・」と息
をきらしながらゴール。
　なんと、まだ時間があったので、お化け屋敷に尹さんと走りながらならびまし
た。道上さんとあおいさんはどうも苦手らしく、私と尹さん、坂本さん、唯さん、
黒川さんで待ちました。前にも、後にも・・・前が見えないぐらい人が待ってお
り、私達は行けるのかな・・・？と思いました。途中で、違うチームの鈴木さん
と合流して、なぜか尹さんと鈴木さんで、私と坂本さんと唯さんと黒川さんで入
る事になりました。ついに、私達の番になり、四人で入り、案内のVTR を見終え
一つの道路が・・・。偽物の人の頭、ぶらさがっている人、死んでいる人・・・。
私は最後笑いながら、出て、黒川さんをなぐさめました。「大丈夫やで、気付かな
くてごめんな・・・」と。
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　気付いたら、ザワザワバスの中で座ってました。「この遠足は最初で最後になる
のか」。映画村が今回だったのが今からしたら、すごく良かったなと思いました。
　次は、修学旅行が私達を待っている。

　　　                  遠足　　　                     中一　尹人
　今週金曜日は学校の遠足でした。京都にある東映の映画村に行きました。去年
の遠足と決定的にちがうところは、そこに「史上最恐」と言われるお化け屋敷が
あることです。時代劇を撮影するためにある江戸時代の家のようなところでお化
け屋敷をやっています。
　私は江さん、宮下さんと黒川さんと一緒に行きました。定員が四人だから岡田
さんは行きませんでした。宮下さんが一番わくわくしていたと思います。黒川さ
んはお化け屋敷の初体験だそうです。私と江さんはお化けの恐怖を知らずに、軽
い気持ちでちょっと行こうかと思いました。
　お化け屋敷に入ると、二つの常夜灯のような色のついたランプがあり、ビデオ
が始まりました。すると、宮下さんは諦めそうになりました。
「俺はなぜ入ってきたのか！」と言いながら扉を叩き、「出してくれ」と叫びました。
　しかし、出してくれるどころか、頭上からスタッフの声が聞こえてきた。
「君たち何してる？ビデオを見ると言ったじゃないか。」
「いいかげんにせえや。」って。５分が経ちました。
　実は私が一番緊張していました。お化けはずっとおとなしかったのに、列の最
後に並ぶ私がその前を通ると、いきなり動き出すからすごく怖かったです。それ
から血文字が映っているところもありました。さらにそのつぎは密室のようなと
ころで、隣に人がおり、先ほどと同じような普通の部屋でした。でも、突然床が
揺れて、壁が倒れました。脱出できる扉がついに黒川さんによって発見されたが、
その瞬間に、座っている彫像のようなものが動き出し、私達はお化けに追いかけ
られて、私は最後尾にいたので触られました。私達は逃げたい一心でとうとう脱
出しました。
　今回のお化け屋敷の旅で、物事を決めるときは簡単に結論をだしてはいけない
ということが分かりました。とにかく、このような経験は二度としたくありませ
ん！

　　　　               遠足　　　　　　　　　中二　田中　美有
　四月二十二日、私達は遠足に行きました。場所は京都にある「太秦映画村」で、
私は過去に一度行った事がありましたが、あまり覚えていなかったのでとても楽
しみでした。
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　当日、天気は良好。綺麗な空が見えていて、とても安心しました。前日は雨が降っ
ていたのですが、素晴らしい遠足日和になっていました。
　映画村までは、バスで約九十分と、少し遠い印象でしたが、何せ遠足ですから、
遠い方がそれらしいのでは、と勝手に決めてバスに乗り込み、席に着きました。
その中で私は、ひたすら歌を歌っていました。途中、一度トイレ休憩があったので、
外の空気を吸って清々しい気分にもなり、あっという間に九十分のバスの旅は終
わりました。
　映画村に到着すると、我々は衝撃の事実を知らされるのでした。なんとバスで
の移動が思った以上に時間を消
費してしまったらしく、遊ぶ時
間がたったの二時間しかない！
という事でした。その後、みん
なで集合写真をとり、二時間で
どれだけ遊べるか、時間との勝
負が始まりました。
　私は岸部さんや松本さん達と
お弁当を食べて、とりあえず一
番近くにあったアトラクション
に行きました。そこは色んな障
害物を通って任務を完了する所
で、意外と簡単でしたが、暗闇
のすべり台やレーザー空間など、とても楽しかったです。
　次に、お化け屋敷に行こう！となりましたが、どうやら日本で二番目に怖いら
しく、「人生初のお化け屋敷が日本で二番目に怖いとか嫌やわ！」という事で、岸
部さん達と別れ、張さんと行動する事になり、からくり屋敷に行きました。
　そこは名前の通り、屋敷にあるからくりを見抜いて進むもので、最初の、大体
どんな所にこんなからくりがある、という説明で、TDG( 床の間どんでん返し ) を
学びました。忍者になった気分になれて、とても楽しかったです。特に最後の斜
めになっている畳の空間が楽し過ぎました。
　最後は、立体迷路に行きました。ここでは体力コースと知力コースがあって、「知
力とか無理やろ」と、当然そう思ったので迷わず体力コースに進みました。途中
で行き止まりになったりしましたが、なんとかゴールにたどり着きました。タイ
ムは六分で、ありえない程汗だくになりました。
　楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい、気づけば集合時間でした。二時間
とはいえ、本当に充実した楽しい時間で、また来たいと心から思いました。夏休
みにでも行こうかしら。
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　　　　　　　       遠足　　　　　　　    中三　余　星
　四月二十二日の金曜日、私は大阪中華学校の遠足で京都の映画村に行きました。
　朝の九時にバスに乗り込み、出発しました。私たち中三は小一の子達と同じバ
スでした。とても元気でバスの中は終始にぎやかでとても寝られるような状況で
はありませんでした。
　映画村に到着し、私たちは従業員さんの説明を聞いてから各学年ごとに行動を
開始しました。中三の皆はまず最初に一緒にお昼ご飯を食べ、お菓子などを交換
したり写真をとったりして楽しみました。そこから中三の中で班ごとに分かれて
各自映画村を回りました。
　私は、女子数名と一緒にお化け屋敷を見に行きました。料金が発生すると聞い
て私達は入りませんでしたが、中三の男子達が並んでいたので私達は出てくるま
で待っている事にしまし
た。
　お化け屋敷から出てき
た男子達は、驚いた人も
いれば、とても楽しそう
な表情をして出てきた人
もいました。普段と違う
表情を見られてとても新
鮮でした。
　今回印象が強かった出
来事は、お化け屋敷の他
にもう一つあります。そ
れは外国人の旅行客で
す。私は残りの 30分を
アイス屋の前にあるベンチで過ごしました。その時たまたま目の前でアイスを食
べていたキレイな金色の髪で澄んだ青色の目をしている男の子が皆の注目をあび
ていました。しばらくすると、注目をあびすぎたせいか男の子は急に泣き出しま
した。私は驚いてとっさに英語で謝りました。するとその男の子のお母さんに「大
丈夫よこの子はシャイなのよ」と言われました。その時英語が分かるって素晴ら
しい事だなと私は思いました。
　この遠足を通じて私は英語をもっと上達させたいと改めて感じました。そして
大阪中華学校で過ごす最後の一年をよく噛みしめて中学三年生のクラスメイトと
一緒に明るく楽しく終わらせたいと思っています。今回の遠足で撮った写真の数々
は私の人生にとってどれも一枚きりの写真なので記念に残せて良かったと思って
います。



�������������������������最害怕的事　　　　　        中三�邊萌萌

����害怕有很多種，怕一個人、一個東西、一種感情，怕一件事。對我來說這些事帶

給我的不只是害怕而已，還有經驗和成長。

����小時候，我的父母管我管得很嚴，特別是我的母親，他們都是中國人，在年輕時

就來到了日本。三歲前，我還和我的奶奶在中國，到了四歲的時候我的父母把我帶

到了日本。我父母的工作很忙，他們把我帶到了幼兒園，周圍沒有會說中文的人，

所以我總是一個人。在我上小學時又搬了家，到了東京的小學，四年級時又回到了

中國，在小學畢業後又回到了日本。每一次搬家我都要和身邊的人分開，而我又不

是一個很會和別人相處的人，所以小時候我最怕的就是搬家。

����在學習方面我一直表現很好，上小學時就考過了英檢三級，父母為了我好，也讓

我上了中文班，所以我的中文也沒有差到哪裡去。當時的我很努力，因為害怕老師

和父母不認同我，所以我在小學四年級回到中國時，瘋狂地學習中文，一年之後，

我就達到總是能在考試拿到九十分的程度。

����幾年前小學畢業後，�我回到了日本，上了中學，當時我最害怕的變成「努力」這

件事。因為我發現自己從來沒有真正為自己學習過，沒有為自己努力過，所以我當

時開始思考：我為什麼而學習？

����長大以後，�我的父母已經不大管我，而我也變得找不到自己的目標，幾個月前的

我，最怕的就是「面對將來的自己」──�一個沒有夢想，也不知道該做什麼的自己

──直到轉入現在的學校前，我都還是這麼想。但是，當我轉到現在的學校後，我

漸漸明白老師、父母對我的關心，也同時找到想要考上的高中，有了再努力一次的

決心……這次不為別人，而是為了自己。

����如今，我終於明白，其實我沒有必要為了這些事感到害怕，因為無論我有多害怕，

也不會找到解決的辦法，或是未來的夢想，與其如此，還不如一邊學習一邊想想自

己真正想要的是什麼，順其自然。

����在經歷了這些事情以後，我反倒已經沒有什麼最害怕的事了，許多次轉學的經驗，

不僅讓我學到了要怎樣和人相處，也找到了學習的樂趣。我想，正是因為克服了曾

經害怕的事，讓現在的我變成一個能「看得開」的人。也許？也許將來我會重新有

各種害怕的事，但希望未來的我，也可以努力去克服，在害怕中學習，讓自己變得

越來越好。

����������������������黃�金�假�期������������������小六��于欣祺

����這個假期令我興高采烈，因為我去游泳了，而且還種植了幾盆蔬菜呢！

����上午和媽媽去買東西，準備了一個上午。我們在陽台給蔬菜播土、施肥，還有澆水。

我第一次種菜，還不太懂，也沒有經驗。我心想：在我的細心照顧下，一定會長得

很快的，我們大約種了兩個小時，終於結束了，把蔬菜全種好了。

����時間過得好快，到了下午，我又去學游泳，那個游泳館非常大，非常乾淨，而且

很寬敞，使我的心情更加輕鬆愉快！我游得不是很好，可是有比之前進步了些，看

著旁邊的小孩游得那麼好，像水中的魚兒一樣悠游自在，真的好羨慕啊！我心想：
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（一）� 黃夢瑤

每天都在忙碌的母親，

無微不至的照顧我。

啊！母愛如水！

每天 -

我都應該以 - 最甜美的微笑，

獻上最真摯的感恩。

謝謝您！母親！我愛您！

（二）�坂本美映

謝謝媽媽天天辛苦工作，謝謝媽媽的愛

心便當；

謝謝媽媽時時關心照顧，謝謝媽媽的美

麗衣裳。

謝謝您愛我，我也愛您，媽媽！

（三）� 長澤唯

母親的微笑照亮著我，母親的愛養育了

我。

母愛似海，容納無限，母愛似天，廣闊

無際。

媽媽，願您笑口常開，

祝福您母親節快樂！

（四）� 石森太陽

媽媽，每天謝謝您了！

給我做飯，幫我洗衣！

您 --- 是我心中最慈祥的媽媽！

（五）� 吉先哲

母親

我是您生命的延續，

您是我前進的燈塔。

是您照亮了我前進的路，

我們是世界上最親密的人。

（六）� 川口千音

母親，好像是 --

太陽的陽光，大地的滋養，

花兒的花瓣，獅子的恐懼，

月亮的溫柔，春風的笑容。

您的全部

保護著我，溫暖著我，

成長我的心！

（七）� 道上百惠

媽媽媽媽謝謝您，每天早起辛苦您。

為我做飯勤工作，看起來您好累呀！

回家鬆了一口氣，該我來幫忙您，

我會為您多努力！

對媽媽想說的話������������小六

一定要加強練習游泳，一天比一天進步才行。游了三個多小時，越游越有趣，我現

在覺得沒有那麼害怕水了。回到家已是晚上了，就美美地去睡覺了。

����想到明天要上學了，新的知識迎接著我，這個假期對於我來說，收穫甚多，不僅

僅自我放鬆一下繃緊的神經，又和媽媽種了些蔬菜，游泳也進步了，真是個快樂的

黃金假期！
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公道會醫院醫師來校健康檢查����（2016.5.9）

牙
醫
張
毓
仁
醫
師
來
校
免
費
齒
科
檢
查��������

︵2016.5.18

︶

身體檢查

（一）� 兔子����吳秀娥

兔子

兔子的耳朵好長

像是兩個法國麵包

每天大家都叫她

「法國麵包的大耳朵」-- 嘲笑兔子

但是兔子玩跳箱時

比大家跳得快又高 -- 二段、三段、四段

��九段�

大家都驚奇的張大嘴巴一直看著

不敢再嘲笑

兔子的夢想是當跳箱選手

喔��兔子每天勤努力

二段、三段、四段、五段��

（二）������貓熊��������新井美仙

������胖胖的貓熊

������圓圓的身體像白白的飯糰

兒歌 ---- 有趣的小動物������小五

������柔柔的毛像棉花糖

������牠的三餐是竹子

������數量稀少

������像皇帝一樣有價值

������是動物園中最有人氣的明星

������走路扭扭捏捏好可愛

������希望把牠變成玩偶帶回家

（三）� 大象����金天

長長的鼻子能噴水

發生火災時

總是第一個衝在前面

動作緩慢地像個老爺爺

體型卻像山一樣大

扇子一樣的大耳朵

動一動

就能把人吹到千里之外
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最近五ヵ年の

  高校等合格実績

◆平成 23年度（卒業生 21名）
 ・南高校 ( 国語科 )( 英語科 )
　扇町総合高校 ( 総合学科 )
　大塚高校 ( 普通科 )　
　日新高校 ( 英語科 )
　布施北高校 ( 普通科 )
　旭高校 ( 普通科 )
　長吉高校 (普通科単位制 )（２）
　住吉高校 ( 国際文化科 )
　三国丘高校 ( 文理学科 )
　四條畷高校 ( 普通科 )
 。四條畷学園高校 (総合コース )
　大阪夕陽丘学園高校（特進II コース）
　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）（5）
　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）（２）
　金光藤蔭高校（進学コース）
　清明学院高校 (文理特進コース )
　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 )

◆平成 24年度（卒業生 16名）
 ・大阪ビジネスフロンティア ( グローバルビジネス科 )
   大手前高校（普通科）
   大手前高校（文理学科）
   東高校（理数科）
   咲洲高校（総合学科）
。大阪夕陽丘学園（総合進学コース )
  近畿大学附属高校（進学コース）
  大阪学芸高校（特進コース）
  大阪商業大学堺高校（進学グローバルコース）

  大阪学芸高校（特進コース）
  英真学園高校（情報進学コース）
  明星高校（文理選抜コース）
  上宮高校（プレップコース )
  桃山学院高校 （ S 英数コース）
  大阪夕陽丘学園（特進 II コース )
  桃山学院高校（国際Ａコース）
  大阪学芸高校（選抜特進コース）
  コリア国際学園 ( 高等部）
  大阪薫英高校（国際ＳＡコース）

◆平成 25年度（卒業生 17名）
 ・北野高校 ( 普通科 )
　大手前高校 ( 普通科 )
　阿倍野高校 ( 普通科 )
　都島工業高校 (電気電子工学科 )
　西高校 ( 英語科 )
　港高校 ( 普通科 )
　成美高校 (普通科総合選択制 )
 。清風南海高校 (３カ年特進 )
　桃山学院高校（英数コース）
　近畿大学附属高校（英語特化コース）
　大阪桐蔭高校（I類コース )
　大阪桐蔭高校（II 類コース )
　上宮高校（英数コース）
　大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース )（２）
　常翔学園高校（文理進学コース）
　大阪学芸高校（特進コース）
　大阪学芸高校（進学コース）（２）
　常翔啓光高校（進学コース）
　明浄学院高校（普通コース）
　初芝立命館高校（グローバルAコース）
　大阪産業大学附属高校（国際特進コース）

　長尾谷高校 ( 普通科 )
◆平成 26年度（卒業生 10名）
 ・旭高校 ( 国際教養科 )　　
　長野高校 ( 国際教養科 )　
 。四天王寺高校 (理数コース )
　開明高校 (６年編入コース )
　大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）  
　大阪学芸高校（進学コース）（２）
　金蘭会高校（総合進学コース )
　相愛高校 ( 専攻コース )　
　建国高校 ( 特進コース )　
　精華高校 (特進選抜コース ) 
　京都芸術高校 (美術コース )

◆平成 27年度（卒業生 17名）
・大手前高校 ( 普通科 )
   今宮高校 ( 総合学科 )
   市岡高校 (単位制普通科 )
   箕面高校 ( 普通科 )
   港南造形高校 (総合造形科 )
   八尾北高校 ( 総合学科 )
   東淀工業高校 (機械工学科 )

 。西大和学園高校 ( 東大京大国公医コース )
　清風南海高校３か年特進コース
　四天王寺高校 ( 理数コース )
　桃山学院高校（英数コース）
   桃山学院高校（国際Ｂコース）
　プール学院高校（進学コース）
　常翔啓光学園高校（進学コース）
　大阪夕陽丘学園 (英語国際コース）（２）
　梅花高校 ( 舞台芸術コース )
　大阪薫英女学院高校 ( 国際ＳＥコース )
　相愛高校 ( 特進コース )      
　大阪偕星高校 (特進コース )
　大阪商業大学堺高校 ( 進学グローバルコース ) 
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