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暑期各項活動（2016.7.16～ 8.23）

小學部夏季露營 中學部夏季宿營

小學部暑期輔導班 中國語班夏令營
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◇義捐消息◇ K

1.��家長黃金福先生學校贊助金���������������������������30,000円
2.��家長會贈送小六修學旅行贊助金���������������������30,000円 
3.��理事張福興先生贈送舞獅大鼓一套

   在此深表感謝

學　校　行　事 

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

⑴
⑵
⑶
⑷

１０月２日

１０月３日

１０月１０日

１０月１７日∼２１日

１０月２８日

１１月１日

１１月３日

１１月１２日

１１月２３日

文化祭

文化祭���補假

慶祝建國 105 年雙十國慶、體育日��休假

中間考試週（照常上課）

全校秋季遠足

更換冬季制服

文化日　　　休假

國父誕辰紀念日、三僑校橫濱演講交流會

勤勞感謝日　　　休假

十月

十一月

$$$$$$$$$$
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消　　　息
⑴ 僑委會巡迴文化教師陳希玲老師，於 9 月 6 日蒞校進行為期四週的民

族舞蹈教學。在陳老師熱心指導下，�同學們都能認真學習，成效顯著。

2017 學年度新生入學案內
＊�九月三十日起受理報名

＊�十月十五日報名截止（郵寄亦可）

＊�十月三十日面接

＊�十一月四日合格發表

-----------------------------------------------------------------------------------

※ 2016 年 11 月 22 日以前繳納入學金。��（在校生免繳）

����2016 年 12 月 13 日量訂制服，辦理入學手續。���

�����（變更時另行通知）
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本校於 10 月 2 日（星期日）舉行文化祭活動慶祝七十

周年校慶。歡迎各位來賓、家長、校友們踴躍參加，

共襄盛舉，謝謝。

���1. 活動演目：表演節目，模擬商店，文化體驗

���2. 時間：上午 10 時 30 分下午 3時（雨天照常舉行）

���3. 地點：運動場

���4. 內容：學生民族舞蹈、舞獅、樂器發表等

���������������各種中華家鄉風味小吃、食品、遊戲等

���������������日本茶道體驗等

七十周年校慶文化祭通知七十周年校慶文化祭通知
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中學部夏季宿營
－兵庫県鉢伏高原－

  (2016.7.16～17）
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夏 令 營 活 動 剪 影
國立臺東大學來校舉辦探索體驗營  (2016.7.19～ 20)
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暑期輔導班生活剪影暑期輔導班生活剪影
國立臺北教育大學來校舉辦暑期班  (2016.7.22～ 8.23)
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中國語班快樂學華語夏令營
國立臺北市立大學來校舉辦中國語班夏令營  (2016.7.25～ 29）



9

第二學期教學參觀���（2016.9.10）



家長大會

 班級懇談

(2016.9.10)

２０１６年９月 14日
各位中華學校 PTA會員

大阪中華学校 PTA

大阪中華學校家長會通知
大家好。我們將在以下日程舉行的文化祭當天，販售之前由各位寄贈的二手制服，
歡迎大家光臨選購。

やっと暑さから解放され、ますますお健やかにお過ごしのことと存じます。
以下の日程にて開催される文化祭に於きまして、これまでに皆様から寄付頂
いた制服を販売致します。お立ち寄りくださいますようお待ちしております。

 • 日時：２０１６年１０月２日（日）１２：３０～１３：００
 • 場所：講堂１階（受付横）

以上
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PTA台灣懇親旅行
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（2016.8.23-25）



 

 

 

慶 祝 

 
 

大阪中華學校 

創校７０週年紀念 
 

 

中華民國１０５（平成２８）年６月１０日 

 

大阪中華學校校友會 
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参
加
浪
速

区
民
祭
活
動

（2016.9.10）
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����時光匆匆，幾年前還一直期盼著畢業旅行的我們已經搭上了前往東京的新幹線。

我們都深深的相信，這次的畢業旅行，能給我們帶來許多永遠的感動和回憶。

����我們第一天去的是迪士尼樂園，那是我們心目中嚮往的一個屬於童話的王國。一

座座城堡，一個個童話角色，彷彿走進了童話書裡，讓我們置身於夢幻國度。還有，

秋天有萬聖節，所以到處是各式

各樣，美侖美奐的南瓜燈，特別

有趣。首先去玩過山車，礦山火

車載著我們在荒野上大暴走，急

迴旋之後瞬間下降，然後鑽進山

洞裡，再從山頂上俯衝下來，太

刺激了！過山洞後，已是飢腸轆

轆，我們三五成群去找吃的，午

餐是雞肉洋蔥咖哩飯，真是美味

可口！吃完後，大夥兒迫不急待

的去玩了。

����下午，我們搭了「世界童聲船

旅」，一邊看著世界各地兒童人偶，一邊聽著英日文兒童世界之歌，感受著幸福洋溢

的感覺。接著去開賽車，那種與速度比賽的感覺真是太酷炫了，賽車兜風真是爽呀！

我們還去玩了星際大戰等……玩得不亦樂乎。

������������ 晚飯是自助餐，各種各樣的料理，應有

盡有，讓我們大飽口福。享用完後，天

已經黑了，迪士尼的夜景美得難以形容，

超級棒！南瓜燈亮了起來，城堡的七彩

燈光也點綴得華麗非凡。望著仙度瑞拉

城堡的夜景，城堡上映著灰姑娘和愛麗

絲經典重現的故事，一朵朵鮮艷的火花

在夜空中綻放，讓我有一種莫名的感動。

到了九點半集合的時間，經過一番點名

排隊亂哄哄的整隊後，大家依依不捨的

離開迪斯尼樂園，去賓館休息，這一天就快樂的飛過了！

����第二天一大早，吃完早餐後，大家精神抖擻的出發了，前往聞名已久的天空樹。

天空樹有六百三十四公尺高，是世界最高的塔。我們能到達四百五十公尺的天望迴

廊俯瞰城市風景。太棒了，一條條道路，一座座高樓……非常壯觀。

����中午，坐著巴士經過雷門，到附近的餐廳吃了天麩羅套餐。然後，我們換上制服，

去參觀國會。國會是一個嚴肅神聖的地方，裝飾華麗而不失莊嚴，有八十年的歷史。

小六畢業旅行記�������　黃夢瑤
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我們在國會議事堂裡聽取解說，學習了許多寶貴知識。接著參訪東京中華學校，一

進校門看到寬廣的 PU 操場，我們還收到了家長會給的禮物。

����近傍晚後，坐巴士到山梨縣，從窗外望去，只見到富士山隱隱約約的身影。大約

過了一小時車程，來到了山中湖畔，我

們在湖邊過了一會兒，此時下著綿綿細

雨，景色美得像一幅畫。到了旅館，吃

了精緻的法式套餐，然後期待著晚上開

中秋節同樂會。大家速戰速決洗完澡，

開始了中秋晚會，每位同學渾身解數使

出十八般武藝，各個演藝精湛！

����這是一棟別緻新穎的民宿，我們的客

房是閣樓似的，好開心，爬上爬下的真

好玩！今天是中秋節，在萬家團圓的日

子裡，而我和同學們在遠方旅行，是感到寒霜、快樂、念家、幸福、開心或者是傷

心……我的心像是打翻了百味瓶，說也說不清。打開窗戶。一陣涼意襲來，我抬頭

望了望明月，此時鄉愁油然而生。明天要爬富士山了，所以就早早入睡了。

����第三天，九月十六日，畢業旅行的最後一天。早餐大家都吃得飽飽的，為了健行

登山。富士山是日本第一高山，海拔三千七百七十六公尺，約是天空樹的六倍高，

山道蜿蜒盤繞著富士山，中間有一段音樂山道，會聽到「富士的山」的歌曲。巴士到

了五合目後，我們隨從登山員開始登富士山。山路很陡，但是我們都對自己發出挑

戰，一路深呼吸，努力的攀登。山路邊有許多松樹和蘑菇，還有許多珍貴的火山岩。

當我們到達目的地 --- 兩千五百多公尺時，

看到的景色令我無法忘記。富士山頭是

紅褐色的，帶有一點兒新綠。放眼望去，

是一片雲的世界，朦朦朧朧，如詩如畫，

山被霧色包圍著，像天空之鳥，如同仙

境一般。我們留下了許多合影後，開始

下山了。

����中午，我們吃了富士咖哩。白米飯做

成富士山的造型，再澆上甜咖哩，真特

別！下午體驗了鳥笛手工製作，很有趣！

����又是近黃昏了，我們從新富士站，踏

上了返程的路上，真教人捨不得……

����這三天的畢業旅行，我們一起去了許多的地方，留下了非常多的照片及回憶，大

家都是依依不捨的告別了短短的三天畢業旅行。回來後我的心情一直不能拂平，回

想這三天的快樂時光，為什麼時光匆匆，�快樂時間都去哪兒了？我想，珍貴緣分、

回憶、時間，能溫暖一生。畢業旅行是我小學生涯中最美好的回憶，令我終身難忘！



學生
 園地
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暑假讀書心得報告

����������������������小三��長尾奏花

書名：海豚乘客

作者：�不詳

出版社：�不詳

大意：

����有一輛海山線的電車，從窗外可以看到很多海豚和美麗的風景，電車連接了海邊

的市街和深山裡的村落，穿越了許多偏遠地區的海山線鐵道，有趣的是經常會發生

不可思議又讓人開心的事情。

����海豚每天都會一前一後追著電車。有一天，海豚的孩子誕生了，可是過了幾天，

海豚家族卻突然不見了。這一天，海邊車站來了兩名奇怪的乘客，她們穿著長大衣，

用帽子遮住臉，外套裡好像藏著什麼東西。那天海上仍然沒有看到海豚的蹤影，乘

客都很失望。當車掌加藤小姐驗票時，看了乘客的臉，嚇了一跳，穿著大衣的乘客

居然是海豚。牠的大衣裡藏著海豚寶寶，�好像生病了！「咕嚕！咕嚕！扣嘍估哩哩 !」

海豚拼命的想說些什麼，雖然聽不懂海豚說的話，不過加藤小姐知道意思。「小海豚

生病了，要趕快帶牠去醫院！」然後一邊用水澆濕小海豚的身體。電車一到達城市

車站，加藤小姐就急忙抱著小海豚到離車站最近的動物醫院。手術結束後，醫生把

小海豚交給海豚爸媽，加藤小姐並護送海豚一家回到海邊，加藤小姐邊搖手邊喊著：

「快點好起來哦��」

����過了兩天，還是看不到海豚們的身影，終於第三天，海豚出來了，牠很有精神的

追著電車。「啊！太好了！」大家都叫著。突然，海面掀起一大片波浪 ---- 好多好多

的海豚排出了「ありがとう」的字型。

����從那天起，每天都有好多海豚在跳躍著！

感想：

����這篇故事真是不可思議，既溫馨又感人。我覺得加藤小姐好聰明，她雖然聽不懂

海豚說話，可是卻能明白海豚寶寶生病了。希望我能成為一個像加藤小姐一樣善解

人意，對別人都很窩心，並學到了加藤小姐勇敢的心。所以從今以後，我要讀很多書，

學很多知識，幫助很多人。我更希望加藤小姐救的小海豚現在一樣很有精神、很開

心的在追逐電車！
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����������������������小四��余秋豫

書名：蛀牙菌最喜歡什麼？

作者：鄭季足

出版社：台灣東方出版社

出版日期：中華民國七十八年二月

大意：

����蛀牙菌的家在安安的嘴巴裡，那裡還有許多他的好朋友。他們最快樂的事就是把

安安的牙齒蛀個洞，但是牙齒很硬，這個工作對於蛀牙菌來說並不輕鬆，他們就想

如果大家能夠同心合力一點一點的挖，也許牙洞就會被挖出來了。

����可是，他們又想安安每天都會刷牙，應是不容易蛀牙吧！因此他們想了一個好方

法，就是每天躲在安安的牙縫裡，只要一有機會就去挖。安安雖然每天都有刷牙，

卻都沒有好好地刷，兩三下就刷完了。蛀牙菌就趁著安安在玩耍的時候不停的工作，

睡覺的時候也不停的工作，最後他們終於成功的把安安的牙挖出了一個大洞，他們

就高興的跳了起來。

感想：

����我看了這一本書覺得刷牙是一件很重要的事情，因為如果沒有好好的刷牙，就會

容易造成蛀牙，而蛀牙沒有好好治療的話，最後還甚至要拔牙再做假牙等等，這些

都是非常勞心勞神又痛苦的事。

����我也蛀過牙，所以知道牙痛的厲害，所以我每天吃完東西一定要好好的刷牙。

�

������������������������小六����傅��予

書名：小腦皮網球狂熱 ( 史努比 )

作者：查理士 .M. 舒茲

出版社：明窗出版社

大意：

����小腦皮最喜歡打網球，但討厭輸球，並大方的公開他對網球的心得，和許多事情。

����像其中有幾篇故事再說他練習的心情。例如：他痛恨對手把球擋回來、對手發球

ACE、對手老愛說他的球出界了等，盡是些和對手有關係的事情。小腦皮很想參加

溫布頓網球大賽，卻不知道在何方。不過他還是很認真的練球。最後他去英國打網

球賽，他的搭檔是個瘋狂的女生，和他搭檔打到了決賽，只可惜，被打敗了，理由

是因為主角在比賽時看了他兄弟寄來的信，所以被對手發了個 ACE 好球。

感想：
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����看完此書後，覺得史努比的個性很可愛，跟哆啦 A 夢一樣，讓讀者心情激動，高

潮起伏不斷，內含許多幽默感和熱情點。

����它給我的第二觀感是畫風，雖然小腦皮的鼻子和眼睛同高，但卻不會令人感到奇

怪，且線條乾淨，表情生動，唯有對話的框格設計的不太好，美中不足。我最喜歡

的地方是全彩的頁面，看起來比黑白的感覺特別多，作者使用的是大馬克，這會讓

畫面看起來更可愛。

����小腦皮有每個網球員的心態，遇到強大的對手會緊張害怕；碰到弱小的敵手會放

鬆高興。打輸了會生氣，贏了球會沾沾自喜��，所以即使是像我這種不會打網球

的人，也可以感受到他對網球的狂熱。他的喜、怒、哀、樂，和想當球王心情，增

加許多生氣和風趣。書的結尾還放了一些有趣的網球用語，有趣且有道理，令人讀

了回味無窮！

�

���������������������　　　　　        ��中一����徐穎珈

書名：嫉妒

作者：羅賽・柳斯

改編者：麥克羅森

出版者：鹿橋文化事業有限公司

大意：

����六歲的亞伯有個不到一歲的弟弟，名叫馬克，長得很可愛討人喜歡，爺爺奶奶來

探望孫子時，都只顧逗著小馬克，卻忽略了亞伯。

����亞伯的同學送他一隻蚱蜢，他好喜歡，很想要媽媽親自去看一看。可是媽媽正餵

著馬克，走不開呀！馬克好生氣，心想：媽媽都不關心我，真不公平！晚飯時還在

生氣不吃飯，抱怨著：都沒人要看我的蚱蜢。晚上弟弟哭鬧起來，大家都趕忙去哄他，

於是亞伯也學弟弟大哭，試試看父母會不會理他。

����有天下午，馬克搖搖晃晃的走過來，一下子失去了平衡，這時眼看著馬克就快要

跌倒了，亞伯趕緊跑過去抱住馬克。媽媽看見了高興的對著亞伯說：「你做的真棒，

亞伯的確長大了，懂得照顧弟弟。」亞伯覺得既得意又驕傲。

感想：

����讀了這本書後，讓我明白了，原來嫉妒會讓人只看到自己，卻看不到別人。例如：

我們常嫉妒爸媽只疼別人而不疼我；老師只關心功課好的學生。但事實上，父母親

對子女的愛，老師對學生的關心都是平等的，他們都很愛我們，只是我們因嫉妒心

作祟，自己不知道，感受不到他們的愛。

����如果將心比心，自己先去愛別人關心幫助別人，自然會發現我們會得到更多的愛，

更多的關心。�
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　　　  ���������《丹柯》讀後感�������中二� 李佳欣�

������人們都希望自己是英雄，或者是古代江湖中的大俠。而這些正義的角色是真的

那麼容易就當得上的嗎？

������《丹柯》是 1895 年俄國無產階級作家高爾基的作品。是一篇以英雄為主題，以

反思為目的的小說。它出自伊則吉爾老太婆之口，講述了草原上藍色火星的由來。

������《丹柯》是一則以悲劇為結局的故事。原本在草原自由生活的人們被別的種族

趕進了森林裡。在森林裡，死亡的陰影籠罩著他們，只有走出林子才會有一絲生機。

人們開始感到絕望，正打算為敵人效力的時候，英雄丹柯出現了。他阻止了族人的

投降，並說：「你們不能夠用思想移開路上的石頭。什麼都不做，是不會得到結果的！

為什麼把精力都浪費在悲傷中？為什麼我們就不能去改變它呢？起來，我們要走出

林子！」這幾句話塑造了丹柯勇敢、堅強的形象，並為下文做了鋪墊。

������丹柯帶著族人們一路向前，人們也都把希望寄託在丹柯身上。每當遇到了危險，

人們就開始抱怨並指責丹柯。一次次的惡言讓丹柯感到憤怒，但他一想到人們的遭

遇又憐憫起他們。丹柯為了儘快帶領他們走出森林，竟然用手扒開自己的胸膛，掏

出了心臟，那是一顆燃燒的心。丹柯高舉自己的心照亮了道路，帶領族人走出了森林。

正當人們慶祝的時候，丹柯卻倒下了，沒有一個人注意到他。而唯一看到丹柯的心

的族人，竟一腳把丹柯的心踩碎。那動作竟然沒有絲毫猶豫，是那麼的乾脆、果斷。

於是丹柯破碎的心成了草原上點點的藍色火星。

������英雄既是一個正義的人物，又是一個悲哀的人物。對人們來說，英雄大概也就

是在危難時才有存在的意義，之後就可以隨時拋棄。雖然如此，但英雄還是努力付出，

為人們而奮鬥，這也是英雄之所以偉大的原因吧。

　　　　　　読書感想文　　　　　中一　岡田　佳　　　　　　　
��この夏は黒田一樹の『すごいぞ！私鉄王国関西』という本を読んだ。その中で

関西私鉄のすごいところがつぎのように紹介されている。まずは南海電車から。

南海電鉄難波駅にはスイスホテルにつながる直通電話があり、駅からベルマンを

呼ぶことができる。こんなことができるのはここだけなんじゃないだろうか。阪

急電車は創業者の顔が見える鉄道といわれている。新車両が出ても、車体の色は

「マルーン色」のままで変わらない。阪神電車は駅間が短く、特急列車が多いため、

加速力が高い。そのため、普通列車もスピードが速い。近鉄は日本最大の私鉄、

大阪なんばなどを拠点にし、奈良や名古屋などに行くことができる。京阪電車は

高い技術でサービスを提供、ラッシュ時以外の時には、ドアの上から座席がおり

てきて、座席が増える車両などがある。

僕は関西の私鉄が好きだ。だから、この本を読みました。関西私鉄の中で特に好

きなのは阪急電車と京阪電車である。

 阪急の「マルーン色」はそのままであってほしいが、いつか変わってしまうの
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ではないだろうか。僕は阪急に乗ると座席のシートをいつも撫でてしまうのだが、

作者も同じことを言っていた。阪急の京都線はもと新京阪の路線だった（新京阪：

当時の京阪の子会社）が、京阪と合併して再び分離する際に阪急の路線になった。

もし、そのまま京阪の路線になっていたら、もっと京阪が路線を伸ばして大きな

私鉄になっていたかもしれない。阪急も今みたいな大きな私鉄になっていなかっ

たのかもしれない。

 阪神電車の普通列車にはあんまり乗ったことがないが、確かに他の私鉄の普通

列車よりも加速力が高くスピードが速い気がする。阪急の普通列車も結構速い。

 南海電車は毎年旅行の時に使っている。行ったことはないのだが、なんば駅の「南

海そば」でお箸や爪楊枝がすごく高くタワーみたいに積み上げてあるのが有名だ。

近畿日本鉄道（近鉄）――日本最大の私鉄 ――にはあまり乗らないから、一度近鉄
で名古屋に行ってみたい。

 同じような列車でも関西私鉄は特に個性的だ。この本を読めばきっと乗ってみ

たくなるだろう。

　　　　　『ひみつのきもちぎんこう』を読んで　　小三　酒井　百合子
　私は『ひみつのきもちぎんこう』をよみました。主人公のゆうたはいじわるな
男の子です。放課後、クラスメートの「りくくん」がくつをはくのがおそいので、
ゆうたは「早くしろよ。」と言って、りくくんの頭をコツン、とたたきました。私
がゆうたならりくくんがくつをはき終わるまで待つか、りくくんの前を通ってく
つをとります。ゆうたがりくくんをたたいた時、「ジャリーン」という音が聞こえ
ました・・・。（気になる・・・）
　次の日、ゆうたが図書館でクラスメートの女の子が読んでいた本を落としてし
まいました。すると、ゆうたは本をけとばしてしまいました。きっと、ゆうたは、
ひろうのがいやになったからかもしれません。もしもこの時に私がいたら、先生
にいいにいきます。すると、また「ジャリーン」という音がしました。その日、
家に帰ると、手紙が届いていました。手紙に書いてあった方向に進むと、変なお
じさんが立っていました。おじさんが「きもちつうちょう」と書いてある物を取り
出して、ゆうたにさし出し、開きました。すると黒いコインがあって、「イジワル」「ふ
しんせつ」「じぶんかって」などと書いてありました。その日から、ゆうたはやさ
しくなっていきました。きっと、作者は「人には親切に」ということを言いたい
んだと思います。私はこの本を本屋さんで見つけました。
　そして、ゆうたへのメッセージを残します。
　ゆうたくんへ
　ゆうたくん、調子はどう？きっと黒コインも減っていったんじゃないかな？
　私は、ずーっと銀色コインがたまるのを応援するよ！



( 一 )�川端杏奈

����今天我去兒童新樂園玩，一早就提前準備，準備完了搭公車去那裡。到了兒童新

樂園，我很開心的下車，跑到入口。

����到了裡面，看到了好多遊樂設施，我們先去二樓玩碰碰車，碰碰車很刺激。結束

了碰碰車之後，我在出口看到了我的三個好朋友，我們一起玩了星空小飛碟，還有

很多好玩的遊樂設施，大家玩得很高興，很愉快的一天。

( 二 )�徐嘉祐

����8 月 26 日，我和媽媽一起去到了上海姑姑的家。在姑姑家，我和哥哥一起玩得很

開心。

����第二天，我到上海自然博物館看恐龍和鳥的標本。第三天去了中華藝術宮，看到

了清明上河圖。

����這次暑假過得很好玩，真想明年暑假再去一次。

( 三 )�吉田彩夏

����今年暑假，奶奶帶我和妹妹去東京找小姑姑，還帶我們去迪士尼樂園。

����在 7 月 30 日中午，小姑姑買了蛋糕替我過生日，奶奶、大姑姑、小姑姑和妹妹

及堂妹，我們大家一起在餐廳慶祝生日。

����爸爸、媽媽、哥哥和小妹妹等我們回來後，為我準備蛋糕、壽司和烤肉，我吃得

很高興。

����謝謝爸爸、媽媽、奶奶、姑姑們為我過生日。

( 四 )�陳律妍

����今天爸爸帶我去圖書館看書，一進去，我開心的跑到兒童圖書區，因為可以選我

想看的書。

����圖書館裡有各式各樣的繪本，還有介紹外太空、昆蟲、動物等…，也有很多我想

看的書。

����我喜歡的書是有關蚯蚓的書，因為很有趣，所以我借了三本昆蟲的書回家看。

����去圖書館很有趣，而且可以增加知識，所以我以後要常常去圖書館看書。

( 五 )��戰浩宇

����七月三十日我和媽媽還有我的朋友及阿姨去了北京的山地自行車公園。這一天天

氣特別好，我們騎著自行車繞著公園轉了一圈。這一圈太大了，轉了半個小時呢！

����對了，我還挑戰了高級重力賽道，高級重力賽道是條彎彎區區且高高低低的賽道。

還有一條是岩石賽道呢！我首先試了一下初級和中級賽道，然後就挑戰了高級賽道。

����我差點就從山坡摔下來！還好我左腳先蹬著地，右腳又踩了幾下，才沒從自行車

上摔下來。

����下次我還想來自行車公園挑戰一下

暑假日記　小二
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( 一 ) 杉部愛美

����這次暑假令我印象最深的事情是全家一起去了小豆島。我們深夜 12 點 45 分坐船

從神戶出發，早上七點到達小豆島。因為是暑假，所以人潮擁擠，我和爸爸在車裡

等待開車上船，媽媽和姊姊去排隊。我和爸爸停好車上船的時候，看到已經有好多

人睡在船上，我們被擠到一塊很小的地方，我邊上睡著一位不認識的人，又吵又擠，

真難受！我差點兒把我的腳踢到他的頭上。

����早上到了小豆島，�我們到處找吃飯的地方，但是找不到。我們去山上的風景區路

上，終於看到了很小的便利商店，吃了一點東西。然後坐車到達了山頂的風景區。

但是還太早，大門還沒開。

����最後我們去了「二十四の瞳」，我看到以前很多東西，然後看了「二十四の瞳」

的電影，看完後，就去玩竹馬，只見小孩和大人都開開心心的玩，所以我們也試試看，

但是很難。我一直練習，終於可以走一點點路了。我們回去時也坐船，但是人很少，

所以我們有很大的地方睡覺。

����這一天我們到很多的地方玩，大家都很開心，我很想再去一次。

（二）蔣��惟

����暑假中，印象最深的事是在暑期輔導班中的做料理體驗。我們做了餅乾、蔥油餅，

還有地瓜球，真的好有意思！

����第一次做的是小餅乾，過程有趣又好玩，因為跟同學一起用麵粉糰壓了很多小熊、

愛心、�星星形狀等等的圖案。做完各種形狀的圖案之後，老師幫我們烘烤，大家等

呀等，好期待自己做的餅乾，終於出爐了，大家一起吃著，真是美味可口！

����過了幾天，我們又做了蔥油餅，我們先把麵團揉成圓形，再壓扁，放上蔥花之後

捲起來，再壓一壓就完成了餅的樣子，接著老師幫我們放入平鍋用小火慢慢煎。做

成之後，大家拿到教室一起享用，我覺得這個自己揉出來的蔥油餅是世界上最好吃

的！

����第三次做的是地瓜球，地瓜球的做法很特別，首先是要把麵團弄成長長的，再捏

成一小段一小段的，之後搓成圓球。我們做了許多個，有的很圓，有的小小的，有

的扁扁的，大小不一，奇形怪狀，可是最後丟到油鍋中都變成圓圓滾滾的。老師幫

我們炸的時候，不時聞到香香的味道，看起來真的很好吃呢！我們在教室吃了第一

口時，大家不約而同地大叫起來：「哇 ! 太好吃了！」

����這三樣小點心都是我第一次學會做的，我帶了一些回去給爸媽和姊姊吃吃看，他

們邊吃邊笑，我覺得好快樂喔！

�

�������　　　　　暑假生活讀書記������中三����王東旭

����露營的終止，  帶來了暑假的歡樂，我像是困在籠中的野獸一樣，一見有人打開籠

門，就會飛快的竄逃，感覺外面是多麼美好。

����7 月 19 日暑假正式開始。第一天起床渾身痠痛，應是露營的緣故，起來吃完午飯

玩了一會兒電腦，忽然想起了一件事，那就是和班導約好的一件事 ---7 月 19 日開始
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��������������老����師��������小六

（一）權書賢

老師像太陽

我們是花，時刻照耀著我們。

老師像露水

我們像葉子，時刻呵護著我們。

老師像大地

我們像小草，時刻滋養著我們。

老師像花朵

我們像蝴蝶，時刻讓我們愉快成長。

啊！親愛的老師，在我心中偉大的老師！

老師是我心中最重要的人，

老師感謝您，這麼多年辛苦了！

（二）道上百惠

老師像一棵大樹，

老師播撒希望的種子，

我們就是樹苗，

這棵大樹讓我們很快的變成一棵大樹。

大樹不怕颱風，

也不怕暴風雨，

每天辛辛苦苦照顧我們樹苗。

我們在愛的灌溉下，

快樂成長茁壯！

謝謝所有大樹，關心照顧我們。

祝福您們 ---

教師節愉快！

要去學校「讀書」，想到就煩，玩的心思全沒了。

����第二天，10 點我就去學校報到，一進校門看到了幾位陌生的老師，我嚇了一跳，

以為走錯地方了，還好，仔細一瞧，也有幾位熟悉的面孔，一問之下，原來是小學

部的夏令營。此時，班導走過來了，她叫我去辦公室看書，我眼睛在「看」，但心早

已飛出去和小學生們一起玩了。��這一天，�我感覺真是虛度光陰，一點兒也沒學上什

麼，但也總比坐在家發呆好吧！

����第三天，感覺心比較可以靜下來了，認真寫了很久的作業，但始終沒堅持到最後，

經不住外界的誘惑，還是出去玩了「一下子」。出去看見班導全副武裝穿著很奇怪，

原來夏令營的學生正在做垂降訓練，鄭老師也一起體驗，所以穿了安全裝備。我很

驚訝，看見老師在三樓那麼高的地方垂吊下來時，心中有絲絲敬佩。我從小就怕高，

所以對於不怕高的人，我都感到很偉大。我覺得自己也要試著和自己的極限挑戰，

就像學日語一般，不能退縮。

����從那之後的兩個星期，在辦公室裡有時很認真的寫作業，有時找老師說說話，我

感覺來學校是非常正確的選擇。時間過得挺快，轉眼兩個星期飛快消逝。屬於我個

人的暑假才真正開始，每一天都很平淡，少了去學校時的樂趣，真的很無聊。

����這個學校給我帶來了許多點點滴滴，讓我受益匪淺。每一位老師都對我很關心，

讓我感覺到家的溫暖，所以我真的很愛這個學校。接下來的日子我要好好努力，做

一個最好的自己，走出校門，進入心目中適合自己的高中。
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�我會寫國字

小一
 作品

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
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  　　　　夏休みの思い出　　　　小五　新井　美仙　
　今日は、学校で泊まる日！とっても楽しみにしていました。私は高木みずきさ
んと長居で待ち合わせをしていました。でも、長居駅に着いた瞬間、うわぐつを
持ってくるのを忘れたのに気付きました。やばい。高木みずきさんとの約束は７：
４０に長居駅に着かなきゃだめなのに・・・。「いや、まだ間に合う」私はダッシュ
で自転車をこぎました。こいでこいで、やっと家に着きました。私は急いでうわ
ぐつを取って、またダッシュでこぎ始めました。
　長居駅に着きました。私は走ってみずきさんの方へ向かいます。もう１０分も
遅れたのに、みずきさんは待っててくれました。その後、学校へ向かいました。
学校に着きました。私たちは先生の言うことにしたがってテントを立てました。
　私のグループは圓佳さん、晶さん、小六のリンダさん、ゆいさん、そして小四
のあまねさん。先生がみんなに、ちゃんと先生の言うことを聞いたら、めちゃくちゃ
素晴らしい物をくれると言っていたので、みんな張り切っています。
　テントを立てるのを開始しました。私は走ってグループの方へ行きます。私た
ちがテントを立てるのが一番速かったです。教頭先生は私たちのグループをほめ
てくれて、少しうれしかったです。その後、もしも雨が降ったら大変だから、テ
ントの上にテントを守るカバーをかけました。
　それから、小五、小六の人だけでカレーを作りました。私はじゃがいもとかに
んじんとかをむきました。違うグループのこうめいさんはお母さんのように言い
ました。「もう！遅いな！何してるの？！貸しなさい！こうやってむくのよ！わ
かった？！」・・・私はゆうなさんと一緒に横で笑いまくっていました。リンダさ
んはほうちょうでじゃがいもやにんじんを切ったりしています。その後、先生が
肉を持ってきました。私と圓佳はその肉の皮をむき始めました。どろどろしてて
気持ち悪い・・・。私と圓佳は全部、のりさんにその仕事をおしつけました。でも、
のりさんはうれしいのかしらんけど、ニコニコしながら肉の皮をむいていました。
そして、カレーは完成しました。先生が一口味見をしてくれました。「グッド」っ
て言われてうれしかったです。
　カレーを食べる前に、私たちは音楽室の前の窓から飛び降ります。まぁ飛び降
りるんじゃなくて、パンパースみたいな物を着て、そして、綱をパンパースみた
いな所にひっかけてゆっくりと降りるんです。最初はそんなの全然怖くないと思っ
ていました。すらすらとできると思っていましたが、そうでもないようです。時
間が過ぎていきます。
いよいよ私の番です。私は小六のみさとさんとペアです。私とみさとさんは階
段を上って行きます。何か緊張してきました。ふぅふぅ、そして、机の上に乗っ
て窓に立ちました。男の先生が降り方を教えてくれます。私は窓でぎりぎり立っ
たというのに、その男の先生はおしてきます。なんじゃ！！？？私は言いました・・
「君は私を死なせる気か！？」男の先生は言い返しました。「そんなわけないだ
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ろ！」・・・私はまた言いました。「じゃぁどうして君は私を押しているのだ？？」・・・
男の先生が言いました。「気のせいだよ！」私の心の中は「そんなわけないだろ。
もういい。ふん！」そして３分くらい話して始まりました。窓から降りるのがい
やなんだよ～あ～ぁ。でも降りたら楽しくなってきました。私が楽しくやってたら、
また「あの先生」がじゃましてきました。油断したらだめだよ～。私は心の中で「わ
かってるよ。そんなことぐらい。ふんだ。」そしたら、本当に油断して落ちそうに
なりました。
その後、カレーを食べました。私と圓佳は一緒にカレーを食べました。おいし
い～！あとでコーンスープを飲みました。先生が「カレーを食べ終わったら、動
きやすい服装に着替えて、歯磨きをしておねんねしなさい」とみんなに言いました。
歯磨きを終えて、着替えました。途中で、男の先生が見回りにきました。先生
がみんなに「早く寝なさい」と言いました。そんなん学校で泊まるんだから、言
われても早く寝れる訳ないでしょ。先生に見つからないように、違う人のテント
に遊びに行こうとしたら、王先生がみんなを見張っていました。先生もよく知っ
てるな・・・。でも、あきらめないぞ。私と圓佳は横のテントに走って行きました。
やば～い。気付かれそうになった！ふぅー、ぎりぎりセーフ。でも、違うテン
トの男子が、私と圓佳が横のテントに行ったことを王先生に言いいました。やば！
やばい！私と圓佳は走って自分たちのテントに戻りました。男子達だって違う人
のテントに入ってんのに、何で私たちが言われなきゃならないの！まぁ気付かれ
なかったからいいけどさ。その後、少し疲れたから寝ました。
朝、私と圓佳は６時に目が覚めました。そしたら、先生が「今から体操するから、
体操服に着替えてきなさい」と言いました。私と圓佳は急いで着替えました。そ
の後、本当におかしな体操をしました。体操が終わった後、私たちは先生の言う
通りに遊びました。その中で一番楽しかったのは、目隠しして歩く遊びです。
　時間が過ぎるのが早い。もう帰りの時間です。帰りたくな～い。ずっと学校で
泊まっていたい～。でも、やっぱ帰らなきゃだめなのか・・・。と思ったら、先
生達が約束通り素晴らしい物をくれました。さあ何でしょう？答えはジュースで
した。え～！待って！素晴らしい物って・・・ジュース？！私たちの頑張りは一
体何だったんだ？！私はジュースを飲んでゆっくり帰りました。

　　　　夏休みの出来事　　　　小六　大西　勇輝
７月３０日。ぼくはこの日のことを心待ちにしていた。
この日は待ちに待った旅行なのだ。僕はこの日のために数日も前から準備して
いた。なぜかというと、いつもは母の仕事で中国に行っていますが、旅行で台湾
に行くということはあまりないのです。かなりの楽しみでした。
いろいろな出来事のあった台湾旅行の中でも一番印象が強かったのが、国立故
宮博物館のことでした。ここは、世界四大博物館の一つと言われていて、膨大な
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量のコレクションを全て鑑賞するには８年の歳月がかかると言います。残念なが
ら今回は、かの有名な「白菜」や「肉形石」はありませんでした。ですが偶然に
も「象牙王」だけが残っていました。（象牙王は日本では「象牙多層球」・」「天球」
と言うらしいです。）一本の象牙を球体に彫り出してその球体の中を一つ一つ層の
ように彫り出してゆくのです。しかもその層はすべてつながっているのです。な
のでこれを作るのは大変時間を要します。僕はこれを見て本当に良かったと思い
ます。
その後ぼくたちは台湾の有名小籠包を食べに行くことになりました。やっぱり
台湾といえば小籠包というイメージがとても強い。しかしこれを作ったのはなん
と台湾人では無いのだ。なんと上海人が作ったのだ。ぼくも正直びっくりした。
ツアーガイドの人は
「やっぱり、小籠包は台湾の方がおいしいらしいですよ」
と言っていた。
まあ、本場は台湾みたいなものですか。
そして有名な店の到着。その中で味わった小籠包は、やはり日本のそこら辺の
店よりかはとてもおいしく満足しました。一つ物足りなかったのは量です。少な
すぎます。ですがあまりない体験なので忘れないようにします。

　　　　　　　学校のキャンプ　　　　小四　浅香　天音　　　
　７月１９日から２０日までは学校のキャンプでした。
　７月１９日、学校につくと、まず、名前の書いてある紙の自分のところに丸を
付けてもらい、５番目の列に並びました。
　その後別れてテントを立てるのですが、残念なことに４年生は一人でした。い
つもは年上の人としゃべったりすることはないし、仲の良い人としかしゃべらな
い私なので、一人でなるべく頑張るしかありませんでした。
　そして昼になりました。朝に買ったおにぎりを食べました。食べ終わると絵を
描き、発表しました。
　夜になりました。晩飯はカレーでした。それは、５・６年生が手間暇かけて作っ
てくれたものでした。それにスープもありました。私の大好きなコーンスープで
した。５・６年生が作った晩飯はとてもおいしかったです。
　その後寝袋が配られ寝ました。次の日私は五時ごろに起きて服に着替えました。
朝飯はサンドウィッチでした。これもとてもおいしかったです。その後学校中で
ゲームをしました。とても楽しかったです。そのあとお昼飯を食べて家に帰りま
した。とても楽し二日間でした。
　来年もまたいきたいです。
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　　　夏の思い出　　　　　　　　　　　小二　陳　律妍
　きょうは、家ぞくといっしょにスパワールドへいきました。わたしは、水着に
きがえて、スパワールドへいきました。スパワールドには、人がいっぱいいまし
た。スパワールドはスライダーとぐるぐるまわるスライダーとおんせんがありま
す。一ばんだいすきなのは、ぐるぐるまわるスライダーです。スパワールドにい
く前に、どきどきしました。スパワールドはものすごくたのしかったです。

　　　夏の思い出　　　　　　　　　　　小二　坂本　尚美
　八月三日土よう日、わたしとおとうさんと、おかあさんと、おねえさんと、と
もだちのおとうさんと、ともだちのおかあさんと、ともだちとプールへ行きました。
　おともだちのあやかちゃんは、いるかのうきわにのりました。その子のおとう
さんは、うきわにのりました。わたしとおねえさんたちは、ながれるプールへい
きました。お昼ごはんのじかんになると、おべんとうをたべました。おべんとう
をたべおわるとクレープのチョコバナナと、かきごおりのいちごシロップといち
ごとブルーハワイのシロップあじをみんなでたべました。
　さいごにながれるプールに入ってかえりました。かえりみちで、ステーキやさ
んを見つけたので、よるごはんを友だちの家ぞくとたべてかえりました。
とってもたのしい、一日でした。

　　　　　 　　　小一　＜えにっき＞　
　　孫　奇吉吉

　わたしはおかあさんとえいがをみにいきました。たのしかったです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　平田　絢華
　ふねにのって、おさかなをみました。すごくきれいなさかなをみると、なかに
にももいました。さかなはすいすいおよいでいました。　　　　　　　　

　　曹　望晴
　これは大むかしにできたたてものです。
　ママとわたしとおとうとと三にんで、つきをみました。まどからきれいにみえ
ました。

　　一谷　優果
　なつやすみのときみんなでかっぷらーめんをつくりました。



　　朴　勝祈
　山のところのいえであそびました。
　せんせいたちが、たからものさがしをおしえてくれました。

　　森方　淳一
　おかあさんとおとうさんとNHKほうそうきょくにいきました。BKニュースキャ
スターをやってみました。テレビのスタッフがろくがしてくれて、ビデオもとっ
てくれました。いいたいけんでした。

　　譜久島　有美
　こどもえびすでまりあむさんにあってうれしかったです。おまつりでまりあむ
さんとたまごせんべいをたべたり、ゆきのすべりだいですべったりして、たのし
いおまつりでした。そしてほいくしょのおともだちとひさしぶりにあえてうれし
かったです。おともだちといっしょにゆきのすべりだいであそべてよかったです。

小二作品�（快樂的暑假）

周�詩�家 楊�銘�宇

藤田悠太 坂本尚美
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幼班作品�（暑期活動）

紀仲望朱吉田朱璃

仁ノ岡千奈 浜田佳凛

山下莉子 曹�晃�紘
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小
一

    

作
品

吳�翼�誠 又吉盛介

一ノ瀬友南王�依�雯

関谷美姫


