
大 阪 中 華 學 校

發 行 處 　學校法人    大 阪 中 華 學 校
〠 556-0012   大阪市浪速区敷津東一丁目八の十三

TEL：（０６）６６４９-６８４９（教職員室 )・６６４９-３６５５（校長室 )　 FAX：６６４９-３６５４
[ 網頁 URL]�http://www.ocs.ed.jp/　[E-mail]�ocs@ocs.ed.jp

學 校 通 訊
3 月号　第 169 号　2017年 3月 17日出版

2016 學年度畢業生紀念合影－（2017.3.11）



   

　　　　
　　　　
             　   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

i

       學校通訊　　第 169号     　　　　　　　　　　　2017年 3月

學　校　行　事 

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

⑴
⑵
⑶
⑷

４月３日

４月４日

４月５日

４月１０日

４月２１日

５月９日

５月１１日～１２日
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５月１５日

2017 年度入學式

2017 年度開學典禮�

正式上課、收檢春假作業

春假讀書心得報告

全校春季遠足

全校身體檢查

中學部期中考試 ( 中學部下午停課 )

教學參觀、班級懇談、PTA 大會

運動會練習開始

四月

五月

◇ 義 捐 消 息 ◇ K

1.�2016 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 27 萬円     
��家長會名譽會長李忠儒先生 2 萬円
2.�春節祭寄付金

��大阪中華總會 60 萬円
��大阪中華總會婦女會 1 萬円
��敷津小學校 PTA�1 萬円
��株式会社ナックス 1 萬円

3.�校友王汝昌先生 1 萬円
4.�日華親善協會蔣公學勵金 10 萬円
5.�家長會中二修學旅行贊助金�3 萬円
6. 荻原久仁子女士 1 萬円
7.�井上進先生 5 萬円���������������      
8. 井上太陽同學 8,721円

（順不同）

         在此深表感謝   



��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。�

11

   

　　　　
　　　　
             　   　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
   

11

       學校通訊　　第 169号     　　　　　　　　　　　2017年 3月

教職員異動消息
⑴

⑵

本校學務主任林洵真老師在校服務多年，熱心教學、負責認真，將於

本年度屆齡榮退。另日語科小畑憲老師將於本年度退職。�新 (2017) 學年

度起將新聘專任教員余佩蓁老師、�兼任教員山﨑文夫 ( 社會 )、�藤井教

一、宮下禎之 ( 日語 )�老師。�

替代役教師江承緯老師於 3 月底退役返國，4 月起將由新替代役教師陳

曜章老師接任。

一、春假期間：

������三月十八日至四月二日。

二、�中學部返校日：

������四月一日（星期六）上午九時。新���

������小六、中二、中三返校。

三、開學日期：

����1��新生入學典禮：四月三日（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：四月四日（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：四月五日（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。

大阪中華學校 105 學年度春假生活注意事項



公　   立

京都府立西舞鶴高等学校　　　　　　　　　　　　　　　１名
神戸市立六甲アイランド高等学校　　　　　　　　　　　１名
東大阪市立日新高等学校　　　　　　　　　　　　　　　１名
大阪府立布施北高等学校　　　　　　　　　　　　 　　　2名
大阪市立南高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　　１名
大阪府立成美高等学校　　　　　　　　　　　　　　　　１名
大阪府立東淀川高等学校                                                     １名

私　　立

桃山学院高等学校　国際 Bコース　    　　　          　      １名
上宮高等学校　ブレップコース　　　　　　 　         　　１名
四天王寺高等学校　英数コース　　 　　　　　　         　１名
桃山学院高等学校　国際 Aコース　  　　　　　         　  １名
清明学院高等学校　総合コース　　　　　         　 　　　１名 
神戸学院大学附属高等学校　特進グローバルコース       　１名　　
大阪学院大学高等学校　スポーツ科学コース　　          　１名
精華高等学校　特進共通コース　　　　 　　　         　　１名
清明学院高等学校　理系特進コース　　　 　　　         　１名
大阪偕星学園高等学校　総合コース　　　　 　　         　１名
大阪産業大学附属高等学校 国際グローバルコース        　 １名
大阪産業大学附属高等学校　特進コースⅠ　 　            　 １名　　
同志社国際高等学校　帰国生徒　 　　　　　　             　１名
大阪夕陽丘学園高等学校　英語国際コース  　            　　１名

◆ 2016 年度高校上榜名單◆

$$$$$$$$$$
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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����陳��訓��養

������今天很榮幸應邀參加貴校的畢業典禮，首先謹代表政府祝賀全體應屆畢

業生，已經順利完成一個學習的階段，並將邁入另ㄧ個新的階段。�

������各位同學在大阪中華學校度過了幼、少年的珍貴歲月，畢業後除了珍惜

同窗情誼外，更應牢記師長們的教誨和叮嚀，作為人生未來的指南。各位同

學未來在各領域的輝煌成就，也都會是大阪中華學校的驕傲與榮耀。

������特別藉此機會提醒同學們，現今國際社會早已邁入全球化、地球村的時

代，因此各位同學要培養自己的國際觀，瞭解自己國家之外，也要知道他國

的文化、傳統，期許自己成為現代以及國際社會的橋樑，積極貢獻國家社會。

希望同學們在未來的每ㄧ個階段，都能ㄧ步ㄧ腳印，「在學習中成長，在成長

中學習」，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定會成功。

������同學們都知道，大阪中華學校是日本關西地區唯一實施正統中華文化教

學的僑校，為順應雙語及多國語言的國際潮流，培育多才多藝、品學兼備的

華僑子弟，一直都是大阪中華學校所追求的理想與目標。在廣受華僑及日本

各界的協助與支援下，大阪中華學校能有今天的成果，除了同學們本身的勤

奮努力外，更要感謝家長們的支持、校長和老師們的耐心與愛心，以及學校

理事會理事們的用心經營。

������最後，衷心祝福各位畢業生身心健康、鵬程萬里。珍重再見！

$$$$$$$$$$
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お 祝 い の 言 葉

学校法人大阪中華学校　理事長代行　　洪里勝信

    中学部第６７届、小学部第７０届、そして幼稚園第５０届の卒業生の皆さん、

ご卒業おめでとうございます。本日まで立派なご子息を育ててこられました保護

者の皆様にも、心よりお祝い申し上げます。大阪辦事處洪副處長をはじめ、玉置

区長、ご来賓の皆様には、日頃から大阪中華学校の生徒たちを温かく見守って下

さり、本日の晴れ舞台にご臨席を賜り、共にお祝いをいただきますこと、誠にあ

りがとうございます。理事会を代表致しまして祝辞を申し上げます。

    さて、卒業生のみなさん、この大阪中華学校で過ごした３年間、６年間、そし

て多い人では１０年以上の卒業生の皆様、今、どんな思い出が浮かんでいますか？

運動会、修学旅行、スピーチコンテスト、部活、あるいは地域活動の参加など、

今日までたくさんのことを勉強し、お友達と共に笑い過ごした大切なかけがえの

ない思い出ばかりに違いない。わが中華学校の特色としては、皆さんご周知の通

り、中国語、日本語そして英語といった語学教育だけでなく、国際感覚を養える

グローバルな人材を育てる学校として地元でもあこがれの学校となってきました。

ここで培った経験はきっといつか役に立つ時がございます。中学三年生の皆様に

は日本の高校へ進学され、仲のいいお友達ともお別れ、お互い別々の道を進むこ

とになりますが、新しい環境、新しい未来が皆様を待っています。これからは新

しいことにもっともっとチャレンジし、そしていっぱい失敗して下さい。よく中

国語でも「失敗為成功之母」といいますが、失敗を恐れず、たくさんの失敗を経て、

そうした経験からきっとたくさんの成功に導いてくれると信じております。そし

て、お互いを思いやり、助け合える素敵なお友達をたくさん作って下さい。大阪

中華学校には多くの仲間がいること、お世話になった先生方がいることも忘れな

いでください。

    最後になりましたが、無事にこの大阪中華学校を巣立ち、羽ばたいていくこの

日を迎えられましたのも、本日まで愛情と情熱を持ってご指導くださった陳校長

先生をはじめ、教職員の皆様に深く感謝申し上げます。卒業生の皆様の健やかな

成長を楽しみに、皆様のご多幸とご健康を祈念申し上げまして、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。
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������又是三月天，聽驪歌聲起，已是畢業時節，在深深的不捨與祝福中，校

長謹代表全體師生，向中學部第六十七屆、小學部第七十屆、幼稚班第五十

屆應屆畢業同學及家長們道賀，恭喜各學部畢業生學業告一段落，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，在這裡每位

同學不僅身心茁壯了，�學識增長了，�也結交了許多好朋友，留下了美好的回

憶，更從師長的諄諄教誨中，學會了做人處世的道理。

������大阪中華學校七十年來，一直秉持著中華文化固有倫理道德的精髓，作

為生活教育的準則，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，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」伴隨大家走向圓融的人際社會，迎向永遠幸福的人生道路。

������中學部畢業生報考高校，大都以優異成績金榜題名，可喜可賀。也希望

同學們畢業後，仍然要繼續學習華語文，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，將幫助自己在未來就

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，

����校��長������陳���雪��霞

祝�福�與�勉�勵
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������在校生致歡送詞������������中二��雷千尋

������三月的風，捎來了春的訊息；三月的風，飄散著早開的花香；三月的風，也隱

隱地流露出離別的感傷。今天我們齊聚一堂，為的就是迎接一個特別的日子。今天，

是個令人感到喜悅而且充滿驕傲的日子，因為大阪中華學校畢業班的同學們即將要

邁入了人生的另一個階段。就像迎著這三月的風，準備振翅起舞的彩蝶。雖然分離

總是令人不捨，但對未來新生活的想望和悸動又沖

淡了幾分離愁。

������回憶起我們在校園中共度的數個寒暑：曾經，

我們因為師長的一句讚美而高興得飛上了天；曾經，

我們因為比賽落敗而抱頭大哭；曾經，我們因為玩

躲避球而吵得面紅耳赤……這些畫面仍歷歷在目，

但耳邊已響起了驪歌的旋律，催促著我們快快翻過

這篇章。所有的歡笑與淚水，今後都將成為我們珍

藏的回憶。

������在大阪中華學校，我們一面分享著情感上的喜

怒哀樂，也一面充實著自己的學識技能。師長的諄

諄教誨和學長姐的提攜指點，使每個人從剛踏入校

園的懵懂無知，逐漸蛻變成長。在這裡，我們學到了知識，更重要的是，我們學到

了尊重、學到了包容、學到了負責。或許你自認還是羽毛未豐的小鳥，就要離開這

溫暖的鳥巢而感到些許的不安。但，別害怕！在大阪中華學校所得到的力量將伴著

你翱翔，陪你飛往更高更遠的方向。

������「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合」，天下沒有不散的宴席。明日校園中將因為少

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，感念華僑先進

們創校辦校的苦心，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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了你的笑聲，而添了幾分冷清；因為沒了你的足跡，而顯得空虛。但我願意相信此

刻的別離，是為了讓我們更珍惜曾經相遇的美好。

������未來的人生旅途上，除了探索新世界的樂趣，你們必定還會遇到種種的考驗。

此時別忘了，大阪中華學校永遠樂意與你分享，並成為你最堅強有力的後盾。

最後我謹代表學校全體同學跟畢業生們道聲珍重再見，希望你們永遠謹記著「今日

我以學校為榮，明日學校以我為榮。�」�

畢業生致答詞����������中三��則武利鷹�

������寒梅綻放，當驪歌初唱時，離別的樂曲又輕輕揚起‥‥‥

�　��在我上台前，我們老師很認真的問我：｢你愛中

華學校嗎？ ｣�我—毫不考慮地向她點了點頭，大概

是我以前批判性的言詞，讓她在做人選決定時，有

了遲疑‥‥‥

������我常常會說：｢我的媽媽也是這裡的畢業生 ｣，
這是當初，唯一讓我認為上這個學校的理由。進了

學校後，�我越來越發覺上學是開心的，�同學是友善

的，除了作業很多外，老師也是熱心的。學校這一

個從幼稚班到中三‥‥‥一起朝會、一起遠足、一

起運動會、一起文化祭、一起學藝會，這大大小小

的一起出遊，一起活動，也算是另一種奇觀‥‥‥���

������升上中學後，突然從那火爆精彩的一班，進入

平靜，我覺得自己也成長了不少，我努力地參加各項活動，進入了樂隊及舞獅隊。

但進入「中二病」�的時期，我似乎每天像遊魂般的往返學校與家裡之間。中三後，�

為了內申點，我又重新振奮，�我不遲到 ､我認真打掃、我注意服裝儀容，現在想想，

也不全是為了內申點，或許在畢業前，我也想留下點什麼‥‥‥

������驀然回首，入學時，大家一張張懵懂稚氣的臉，經過千百次考試的磨練，各種

活動的洗禮後，終於蛻變為今日的我們。所有的爭執、不悅，一切嘎然而止；如今

我們為了各自的目標，共同努力，互相勉勵。

������幕落了，我們即將成為下一場戲的主角，而學弟學妹們將在這一場戲中繼續演出。

離別前師長的叮嚀，言猶在耳，我們將帶著您們的祝福，跨出校門，邁向人生的另

一旅程。而在學校的學弟學妹們，希望你們要聽師長的話，為學校的文化傳承繼續

努力。

������親愛的爸爸媽媽，感謝你們讓我們來到這個學校，也許在未來的三年，故事還

會重演，但在我們的內心深處，永遠會記得這點點滴滴，記得你們付出的點點滴滴

‥‥‥

������再見了，師長們。再見了，學弟妹們。希望今日的我們，以大阪中華學校為榮，



�������������畢     業��������小六

（一）黃琳達

畢業很悲傷，因為 ---

跟好朋友離別，也跟老師離別。

畢業後，大家各奔東西，

在不同的學校加油。

過了幾年後，我會 ----

給老師同學們看到，

更成長的我！

（二）孫政裕

畢業��

是一個分歧點，也是一個出發點。

畢業��

就是當大人的第一步，是選自己想要的

路。

畢業��

是一個很好的出發點，

卻也是和大家離開的傷心點！

（三）坂本美映

感謝老師

真心對待，總是在一起，

給了我夢想和希望，

給了我笑容和喜悅。

感謝同學

和睦相處，一步一步都是路，

總有友愛之光，照亮你我的腳步。

感謝學校

細心培育，熱心教導，

總是心存感恩，我們必定會 ---

全力以赴，勇往直前！

（四）新井野杏里

同學教會了我朋友的重要，

老師教會了我自然的笑臉，

大家送給了我最好的回憶，

大家讓我感受了真情的可貴！

我要緊緊握住這個回憶！

（五）尹真雅

畢業不是分離的結束，

是給我們今後開始的夢。

畢業不是傷心的眼淚，

是給我們相遇的預感。

畢業我不說道別，

因為相信能再遇見。

（六）道上百惠

畢業不要哭泣，沒事的 ----

總是有一年可以見面的，

我要謝謝所有的老師，

把我們一粒粒的小種子，

變得這麼大的一棵樹！

（七）川口千音

畢業是快樂也是悲傷，

畢業是終點也是起點，

畢業是過去也是未來，

畢業 ---

是夢想也是希望，

希望大家珍重再見！

（八）黑川佳臨

三月，我們都要畢業，

很多的不捨，很多的難過。

曾經，我們

學習上彼此切磋，遊玩時相互嬉鬧。

考試時，我們刻苦複習，

友誼之情，感謝之情，

埋在心底。

謝謝老師，謝謝同學！

（九）新井府熹

8

而明日的大阪中華學校，將以我們為榮。

����最後，千言萬語，化作一句……珍—重�—再—見。
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畢業是很開心的事情，

也是傷感的時候。

讓我們一個一個成長，

進入新的學習階梯！

（十）全中日

我還想要留小學，

因為小學很快樂，

所以不想去中學！

我不喜歡畢業，

可是我一定要畢業，

只好跟同學說再見。

我感謝很多老師，

教會我許多知識。

謝謝老師、同學，

我永遠會記得你們！

（十一）陳威

即將畢業了，謝謝老師，

感謝您這些日子，

是您教導我們做人，

是您啟發我們學習，

如果不是您教導有方，

我們該在何處自生自滅！

（十二）賀來碧

畢業的日子漸漸過來，

我們每天的學校生活，

將是一個切實的寶藏。

我們要珍惜相處的時間，

一起和老師、同學們，

記取快樂的回憶，

畢業時笑著離別！

（十三）長澤唯

畢業後 -----

不會忘記同學的笑，

不會忘記老師的愛，

更不會忘記母校的情。

在這六年裡，

有笑，有哭，有歡，有樂 ----

永遠珍藏在心中。

讓我們十年後歡聚在母校，

重溫小學生活的快樂時光。

期待 ---

（十四）于欣祺

寒冷的冬季要結束了，

就像小六的我們，

要為最後一學期畫上一個完美的句號。

每天的喜怒哀樂伴著我，

在不知不覺中，

像沖過的貝殼一樣，

只能剩下最美好的回憶！

（十五）傅予

今年春天，是個令人不捨的季節，

琅琅的歌聲，下課的畫面，

你我玩樂追逐的興奮，

多少在腦海裡徘徊，

但願友情天長地久。

畢業漸逼近了，

每次的踏進教室變得珍惜，

每次的下課時間變得 ---

特別有味！

（十六）黃夢瑤

時光匆匆，曾經 -- 我們都說：

畢業還遠著呢！如今 ----

櫻花開始綻放，春風吹來了

畢業的氣息。要畢業了，

聚也不是開始，散也不是結束。

同窗數載，凝聚了

無數美好的瞬間，將

永遠銘刻在記憶之中��

眼前的天空廣闊無際，

但願我們鵬程萬里，

去獲取光明美好的未來。

為了將來更美好的相聚，

今年我們要離開。

親愛的校園 ----- 謝謝！
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����������������������������������給畢業生的話������������������小五

（一）岡田晶

����3 月 11 日是我們大阪中華學校的畢業典禮，在畢業生裡，我最想感謝的是舞蹈社

小六的成員，因為她們常常跟我們學妹一起玩，還有在休息時間會說笑話給我們聽，

所以我最想感謝的是小六的學姊們。

����畢業以後，大部分小六會升上中一，練舞蹈的時間會分開，雖然有點寂寞，但今

後也想跟她們繼續做好朋友。

（二）蔣惟

����幼稚班大班的同學，小六和中三的大哥哥、大姊姊，到了下個星期就要畢業了，

希望到了別的學校，或升上大阪中華學校的你們，都能每天快樂的過著學校生活。

����學姊、學長們是我們學妹、學弟們的好榜樣，謝謝你們！希望我可以像小六和中

三的大哥哥、大姊姊們一樣，做好學弟、學妹的榜樣。

（三）喬一笑

����我要給畢業生的一句話，就是「辛苦了」! 因為看到他們每天辛苦的打掃學習，

並且給學弟、學妹做榜樣等，所以我想要對學姊、學長們致上最誠意的一句話：有

你們真好，辛苦了！希望畢業生到外面的學校也要加油喔！

（四）高田雫
����我想送給小六畢業生的話就是：祝福你們快樂的畢業，然後快快樂樂的上中學。

����有一天，有個小六的同學跟我說：「你要不要兩顆糖？今天是情人節喔！」那時，

我覺得他們小六的心很溫暖。他們每天都一直在笑來笑去，轉來轉去，他們和我們

小五是完全不一樣的性格，班風都不一樣。

����我看到他們每天都在快樂的過日子，我每天聽到他們的笑聲，我希望我們上小六

也要像他們一樣開心的過日子。

（五）長谷川圓佳

����我給畢業生的話是「謝謝」，位畢業生每天帶著快樂的笑容，對我們打招呼。從

今年四月開始就不會看到畢業生的快樂笑容，所以我想跟畢業生說一聲：謝謝你們！

然後我們小五也向他們學習，每天帶著

快樂的笑容，和大家打招呼。

（六）金天

����只剩下短短的幾天，幼稚園大班、

小六和中三的同學就要離開學校了，

雖然我不是很認識他們，但是他們也是

中華學校的一份子，所以我真心祝福

他們在以後的學校生涯中一路順風，

可以成為一個優秀的人，明日大阪

中華學校以你們榮！������
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　　　　                    卒業　　　　            中三　余　星
　受験も終わり、もう残すは卒業となりました。一日一日が過ぎて行く度、今の
クラスと過ごせる時間も少なくなってきて、受験が終わった嬉しさと裏腹に寂し
さが今の私にはあります。
　思えばこの九年間、長かったようで短かったクラスの皆と過ごした学校生活。
それももう終わると思うと、私はきっと卒業式の時に泣いてしまうと思います。
小さい頃から一緒にいたクラスの皆は、私にとっては本音を言える数少ない友達
であり、家族のような存在でもあります。
　運動会や文化祭、そして他校との交流。色んな行事があり色んな思い出もそこ
で生まれました。それぞれ選んだ高校も道も違うこのクラスで、皆ばらばらに自
分の道を進んでいきます。私は皆がどんな環境におかれても頑張ってほしいと思っ
ています。辛い事があれば頼れる、嬉しい事があれば共有できる、そんなクラス
メイトになれていたと私は思っています。
　卒業は、私にとって悲しい事でありますが、皆がそれぞれ新しい道へと進める
スタート地点だと思っています。だから、卒業式には皆笑顔で別れられたら良い
なと思っています。
　最後に、先生やクラスの皆、そして私と関わりのあった皆さんありがとうござ
いました。

　　　　            中三の先輩へ　　　　中二　岸部　智美
　寒さがやわらぎ、温かい日差しが私達を包みこむ頃、中三の先輩方は未来への
大きな一歩を踏み出しました。先輩が、もう卒業してしまうのかと思うと、改め
て時間が過ぎるのは速いなと実感します。
　私がはじめて楽隊に入った時、まだ何もわからない私に色々なことを教えてく
れた先輩、なかなかバトンを回せない私に、優しく、ゆっくりと、丁寧にできる
ようになるまで教えてくれました。また、先輩は楽隊のムードメーカーであり、
毎週の楽隊で笑いは絶えませんでした。そして運動会当日、演奏で練習の成果を
発揮し、すべて成功。誰よりも喜んでいる先輩を見ていると先輩の喜びが伝わっ
てきたような気がしました。
　夏休みのキャンプでは、遊びの時はふざけていたのに料理を作っている時は真
剣になったり、力仕事や危険な仕事を私達中一、中二のかわりにしてくれたり、
メリハリをつけ、一生懸命働いている姿に敬意を覚えました。食事の後には厳し
い食器検査があり、みんなで一発合格できるようになべをごしごしこすったり、
手が黒くなっても頑張って洗ったり、「合格」という言葉を聞いた時はグループの
全員が手をたたいて喜びました。本当に楽しかったです。夜の出し物は、どのグルー
プも前日放課後学校に残って練習しました。色んなアイディアを出してくれたり、
みんなをまとめてくれたり。先輩の努力があったから、私達のグループの出し物



は一番盛り上がりました。改めて感謝します。
　新しい世界にはばたいていく先輩、これからは私達が大阪中華学校をよくして
いかないといけません。先輩の姿を見習って真面目にどうやってこの学校をよく
していくかを考えていこうと思います。よりよい学校にしていくため、みんなが
一丸となって頑張ります。また時間があればこの学校に遊びにきてください。
　卒業おめでとうございます。

　　　　                 受験生への言葉　　　中一　宮下康希
　あのとき、僕は思った。太陽はいつもより力強く光っていた。まるで、今の受
験生のようだ。最後の最後に全力を出す受験生に見えた。僕は、苦笑しながら歩
を速めた。
　歩いているうち、景色がかわり、なんだか気分がよかった。そして僕は、自己
満足のために、寄り道した。それから受験生への言葉を考えていた。
　まあ、そんなのは家に帰ってからにしよう。」
　と、言って家に向かった。
　そして家に着き、自分の部屋で考えていた。
「受験生への言葉かー」
と、その言葉を零す。正直面倒くさかった。そんな事を思いながらも、遂に一つ
思いついた。思いついたというか、それしか思いつかなかったと言った方がいい。
　僕は告げる。自分の道を進む受験生に僕は告げる。
「壊すのは簡単、戻すのは難しい。だから、自分の道を壊さないよう努力して下さ
い。」

　　　　               卒業生へ贈る言葉　　　　中一　権　娜賢
　卒業生のみなさん卒業おめでとうございます。桜が咲くのと同時に、学年が変
わり、新しい学校生活が始まります。今まで沢山の出来事がありましたね。いい
思い出を沢山作れましたか。後悔を残さず最後の中学校生活、小学校生活を楽し
めましたか。
　受験ですごく不安で心が重かったと思います。私も二年後受験生だと思うとす
ごく不安です。でも卒業生のみなさんは不安としんどい気持ちをのり越えてそれ
ぞれ高校、中学校が決まり、受かった時の嬉しさ、達成感であふれていると思い
ます。もちろん受からなかったのは悔しさでいっぱいだと思います。でも、くじ
けずに、これからもどうかがんばってください。
　最後残りわずかな中学校、小学校生活。後悔が残らないよう、思う存分楽しん
で下さい。残りわずかな時間を大切に。これから始まる高校、中学の楽しい学校
生活をおくって下さい。
　改めて卒業おめでとうございます。前を向いて輝きながら、これからもがんばっ
て下さい。
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　　　　               三年間の思い出　　　　小六　黄　夢瑤
　約二年前、私は中国から日本に来ました。大阪中華学校のみんなと出会いました。
　初めの印象は、みんなはすごく元気でとてもやさしいと思いました。すぐに、
友達ができて、ちょっとの不安が全部楽しみに変わりました。本当にうれしいと
思いました。後、先生もやさしくて面白いと思いました。みんなと先生は、いつ
もていねいに私に日本語を教えました。本当にありがとうございました。
　そして、クラスのみんなはもっとなかよくなって、一緒にいい思い出を作りま
した。運動会や文化祭、遠足など、いい思い出になりました。それは、いつまで
も心に残っています。もちろん、苦しい思い出もありました。友達とけんかをして、
後悔して泣きたい時もありました。でも、仲直りがいちばん大事なことと思いま
した。仲直りして、再び一緒に遊んで、時に一緒に笑いました。このクラスのみ
んなと会えて本当にうれしいと思いました。
　私の心に残るいちばんいい思い出は、人生に一回だけの「小学修学旅行」でした。
私たちは関東へ三日の旅行をしました。東京ディズニーランドとスカイツリーと
国会議事堂と富士山に行きました。その三日は、すごく楽しいと思いました。私
はすごく感動して泣きたいくらいでした。クラスのみんなと先生と忘れられない
感動の旅行と思いました。いつまでもいつまでも、私の心の奥に残りました。と
ても大切な思い出です。
　卒業生で残り一カ月、今まで過ごしてきた日々は、とても大切で本当に幸せな
時間だったと思います。一日一日から、一分一秒まで大切にしていきたいと思い
ます。このクラスのみんなと先生に出会えて本当に良かったと思います。でも、
卒業してみんなと会えなくなるかもしれません。お互いの道に歩むけど、また出
会えると信じています。
　みんな、この三年間本当にありがとうございました。これからも宜しくお願い
します。

　　　　              六年間の思い出　　　　小六　道上百恵
　私は六年間ずっと大阪中華学校にいて、一年生からずっといる子どもたちがも
うわずかすこししかいません。なので私はすごく悲しいです。六年間ずっといた
クラスメイトがみんなバラバラになってしまって、また今度いつ会えるかわから
ないし、全員そろわないかもしれません。
　私はこの六年間でいっぱいの思い出を作りました。私は幼稚園の時は、はずか
しくてあまり友達ができなかったけど、この学校の生徒はみんなやさしくて、し
たしみやすくてほんとうにこの大阪中華学校に来てよかったです。
　私の一年生から六年生までの思い出は、みんなに言いきれないほどいっぱいあ
ります。一年の頃のはじめての遠足、運動会、六年生での最後の運動会、遠足な
ど。それにいままでの歴史がつまった写真を見てなつかしくて、一枚一枚がすて
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られません。その写真を見て、学校のちがいを見つけたり、たとえば学校の遊具、
洗面所などこの六年間でいっぱいかわりました。
　私の心の中に残る悲しいことがいくつかあります。それはこのクラスがばらば
らになってしまうこと。失礼だけど、正直私は受験している人たちにあまり受かっ
てほしくありません。なぜなら合格したらその学校へ行ってこの学校の生徒が少
なくなって、半分以下になってしまいます。まあそれもしょうがないことです。
なぜならこの学校の生徒はみんな遠い所からきたりしていて、ふつうの学校の生
徒たちとちがうからです。悲しいけどがまんするしかありません。
　もうすぐ卒業です。本当にこの学校に出会えてよかった。本当にこのクラスメ
イトに出会えてよかったです。そしてこの六年間君に出会えてよかった。ありが
とうを伝えたいです。

　　　　                六年生までの事　　　　小六　新井府熹
　１年生の時でした。私はまだ友達が居りませんでした。遊ぼうって声をかけて
も、無視をされたのです。遠足のグループでも、組む相手がいませんでした。私
はあまり友達と話す事も無く、ずっと一人でした。すごくさびしかったです。二
年生の時も、同じくずっと一人でした。学校生活もあまり楽しくなかったです。3
年生の時でした。私は勇気を出して話をかけてみました。すると、その人も楽し
く私と話してくれました。うれしかったです。そして、友達と一緒に遊ぶ事も増
えました。ひびきさんは私と一緒に遊んでくれました。3年生の 3学期ぐらいに
転校しました。その学校は「斗南國小」です。その学校は台湾にあります。台湾
語はあまりしゃべれなかったです。発音も悪かったです。台湾の人に話かけられ
ても、あまり意味が分からなかったのです。台湾語があまり分からない私は、み
んなからいじめられました。ふでばこの中のえんぴつを盗まれたり、テストべん
きょうをしたら、じゃまをしてくるし、けしごむのかすを投げられたりしました。
私はもうこの学校行きたくない、そう思いました。なぜかと言うと、先生にいじ
められたって言っても、信じてくれませんでした。何カ月かたちました。私は台
湾語が上手くなりました。台湾の人ともしゃべれるようになりました。あの時は
すごくつらかったです。いろいろな事情があって日本にもどることになりました。
この時私は五年生でした。学校は同じ大阪中華学校。私は１，２，３年生の時静か
でしたが、少し明るくなりました。友達も出来ました。グループを組む相手も出
来ました。私はすごくうれしいです。６年生になった今でも、すごく学校生活が
楽しいです。後もう少しで、卒業ですが、良い思い出を作りたいです。私と仲良
くしてくれている友達にすごく感謝しています。

                      ６年生におくることば　　　　　小二　藤田悠太
　６年生のみなさん、もうすぐそつぎょうですね。ぼくは、６年生のお兄さんと
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一度だけあそんだことがあります。それは、お兄さんが５年生の時のあんしんぱ
んです。ようかいウォッチのいろんなようかいの絵をとてもじょうずに書いてく
れました。今もすごく大じにもっています。また絵をかいてほしいです。
　絵をかいてくれてありがとうございました。

                     ６年生のお兄さんお姉さんへ           小二　川端杏奈
    いつもろうかをそうじしてくれてありがとう。お兄さんたちがそうじをしてく
れているから、ろうかから教室へもどるとき、教室がきれいです。
　うんどうかいのときも、お兄さんたちががんばっているところを見ると、じし
んをもらいます。６年生になったら、がんばって小さい学年の人にじしんをあげ
ようとおもいました。それに、６年生ががんばっているところを見るとゆうきと
じしんをいっぱいもらいます。

                       ６年生のみなさんへ                  小二　吉岡宏泰
　小６のみなさん、そつぎょうおめでとう。中華学校ですごした６年間は楽しかっ
たですか。ぼくたちは、小 6のお兄さん、お姉さんと話すチャンスはなかったけど、
もっと話すチャンスやあそべてたらなと思います。来年みなさんはどこの中学校
に行きますか。もし、来年もこのまま中華学校にいるなら、ぼくたち新３年生といっ
しょに、あそんだり、べんきょうを教えてください。21人でさみしいので。中学
生になったら、いまよりべんきょうがむずかいしいかもしれないけれど、もっと
かっこいい中学生になってください。
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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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畢業留言    幼稚班畢業同學
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����������������◇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

蔡世蓉���　學務主任������������������������中一

鄭若梅　　推廣主任������������������������中二

李家淇　　推廣助理�������������������小六

余佩蓁　　學務助理������������������������小五

程亦華　　教務助理������������������������小四

薄懷湘　　������������������������������������小三

林美杏　　������������������������������������小二

潘盈珊�������������������������������������小一

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

蔣雪齡������教務助理������������������������幼班

張純青　　學務助理

�

職員姓名���������

西谷浩明���總務（兼社會科）

王彥凱������總務（兼舞獅、習字）

������◇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

松原康之�　�����　日　　��語

安實佳代子���������日　　��語

山下由奈������������数学、日語

山﨑文夫������������社　　��會

藤井教一������������日　　��語

宮下禎之������������日　　��語

李惠芳������　　���民�族�舞�蹈

魏麗玲������　　���國����������樂�

Chris������������������英��會��話

�������◇替代役教師◇

廖柏勳、陳曜章

�������������◇校醫◇

張秋雄、張毓仁�

2017 學年度教職員的介紹

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

校友
  園地
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大阪春節祭 2017

　��二月五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，在本校舉辦了第十七屆「大阪春節祭」，隆重慶祝了這傳統佳節。僑務委

員會吳委員長、台北駐日經濟文化代表處張副代表、台北駐大阪經濟文化辦

事處陳處長、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，雖然天候不佳，但是在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。
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學生
 園地

�����這是我第一次去台灣，感到風

土人情與我經歷過的大不相同，食

物也很好吃。如果以後還有機會的

話，還想再去！（劉俁彤）

���這次的台灣修學旅行，�讓我感受

到台灣不停地在變化。每次回台灣

都會有新鮮的感覺。（江庭綱）這

次的修學旅行過得非常充實。雖然

和朋友在一起睡得比平常晚，第二

天早上沒有精神，但豐富了不少知

識，十分開心。（林子健）

���很好！讚！棒！風景秀麗，物產豐富，�人情美好，生活美滿，�孔子廟最棒！�

（雷千尋）

����這不是我第一次去台灣，但是跟大家一起去，感覺不一樣，很快樂！有機會的話，

以後也想要跟大家一起去玩。（田中美有）

����這次是我第四次到台灣旅行，也是學校的修學旅行。很多地方我都去過，但因為

身邊有朋友的陪伴，�感覺挺開心的。這次旅行讓我留下了許多美好的回憶。

（古川俊煒）

����去了台灣，吃了很多在日本吃不到的好吃食

物，也看了許多有名的建築，感受了台灣風土

人情，很開心。（佴雯婕）

����小吃很好吃，�夜晚的景色很漂亮。

（藤間佳瑞）

這次的旅行，我覺得台灣的料理超好吃，特別

是小籠包最好吃！（劉成月）

����這一次的修學旅行比我想像的快樂：買到了

我很喜歡的東西，也看到了很多新鮮的事物。

可是老實說，我從第二天晚上開始就想回家，

原因是我腳痛得受不了。因為我不太喜歡逛街，

所以不常出門；還有料理不太合口味，覺得很

難受。可是並不是沒有快樂的事情，反而那些

時刻更多。所以這一次的修學旅行是我會想珍

藏的回憶。（宮下美黎）

中二修學旅行感想
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����修學旅行圓滿落幕了，給我的感觸很深。在中國時只知道讀書，很少真正和朋友

一起享受過生活，因此我很感謝這次旅行，讓我更加地了解自己的朋友。「讀萬卷書，

行萬里路」，我希望以後能有更多這樣的機會去一個新的地方、新的國家體驗不同的

生活。�那將是我最美好難忘的時光。（姚楓碩）

　はじめて台湾に行ったのですべてが新鮮でした。一番印象に残っているのは奇
美博物館です。色々なジャンルの美術品があり、作品の解説も聞くことができる
ので勉強にもなるし、楽しむこともできました。またみんなと一緒に台湾へ行き
たいです。（岸部智美）
　3/1 ～ 3/4、この 4日間での修学旅行をものすごく楽しめました！ずっと楽し
みにしてた、台湾へやっといけました。台湾へ行って、ちょっと緊張した時も有
りました・・・。だけど、景色もすごく綺麗で、日本で食べれないものも食べれ
ました！みんなもすごくフレンドリーで、もう一度台湾へ行きたいなあと思いま
した。（内田マイア）
　3/1 ～ 3/4 までの修学旅行は、いつ
もと違う楽しさがあり、とても幸せで
した。夜市や観光ももちろん楽しかっ
たのですが、やはり一番はホテルでの
出来事が一番でした。本当にこのクラ
スで良かったと思っています。またみ
んなと遊びたい！！（張玉陽）
　3/1 ～ 3/4 今回の修学旅行では、普
段行けないところに行けたり、できな
いことができたりして、新鮮な感じが
しました。このクラスで旅行できたの
もいい思い出です。（坂口杏音）
　3/1 ～ 3/4 まで台湾へ修学旅行に行
きました。沢山の観光名所に行きまし
たが、その中で私が楽しかったところ
は、奇美博物館です。博物館には、多
くの分野の物が展示されていました。
特に興味があったのは、動物と武具が展示されていたところです。動物ではよく
いるのから珍しいものまで、説明がかかれたモニターとともに標本がありました。
武具では、世界中の昔のものまで幅広く、私はやっぱり日本刀がかっこいいなと
思いました。この博物館はある人の寄付でできたそうなのですが、本当にすごい
なと感じました。（澤尾優心）
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�������������������������大阪的四季����������������������中二�����劉成月

������大阪的春天不冷也不熱，是很暖和的，也是櫻花盛開的季節。大阪市區裡沒有

太多樹，所以要看櫻花的話，只能到公園去。在春天的時候，我們還可以吃到當季

的水果－草莓，特別令人感到幸福！另外對日本人來說，春天也是一學年的開始與

結束。

������大阪的夏天是很炎熱的季節，蟲子也非常多，尤其是蚊子，睡覺的時候很煩。

此外下雨的時候，渾身被潮濕的空氣包圍，就像在海裡快溺水，喘不過氣來一樣。

我好希望有個好心的漁夫，可以一把撈起我，讓我脫離這又濕又熱的夏天。

������大阪的秋天是很涼快的季節，也是我最喜歡的季節。秋天一到，葉子慢慢開始

變色：有紅色、有橘色、也有一些還稍微帶著點綠色，很美。秋天還是一個讓人食

欲全開的季節，有很多新鮮又好吃的食物。睡覺時也可以睡得很舒服，使人內心充

滿平靜。所以秋天就是個很好的季節！

������大阪的冬天我個人覺得只是稍微冷了一點，可是我周圍的人都說很冷。大阪不

常下雪，所以偶爾下雪的時候就會讓同學覺得很興奮。

������大阪的四季各有各的美，我希望我能更懂得欣賞四季不同的風情。

������������������������������自����傳������������������������中一

（一）黑川東洋

������他叫黑川東洋，去年來到我們班級。開始的時候跟大家不熟悉，話很少，後來

跟大家越來越熟，話也比原來多了。

������他喜歡打桌球，他每天在家裡練習。雖然桌子比較小，但是很有樂趣。他喜歡

的科目是數學，碰到不會的問題，他常常仔細琢磨，直到理解為止。他的缺點是，

如果晚上看了恐怖電視影片的話，就會睡不著覺，去找媽媽。他真膽小！

������基本上，他每天都會去自習教室，在那裡寫作業。大約七點半從家裡出發，十

點多再回到家裡。雖然比較辛苦，��但是比在家裡學習時更能集中注意力，提高學習

效率，所以他堅持原則每天都去。

������他雖然有不少缺點，�但總的來說，還是一個努力向上的少年。不過他的體力不

太好，常會覺得累，想睡覺，所以我希望他以後能更加注意鍛鍊身體。

（二）岡田佳

������他住在日本大阪，名字叫岡田佳。他有時調皮，喜歡搗蛋，但有時卻很安靜內

向在家裡喜歡大聲聊天，在外面卻不太愛說話。他很害怕在眾人面前講話，他也很

容易生氣，所以要特別注意，千萬別惹他生氣了。

������興趣方面，覺得他好像很喜歡音樂，�因為他的爸爸是音樂家，但不是爸爸是音

樂家，小孩就都喜歡音樂的。另外，他也很喜歡電車、汽車等通工具。他愛去離家

不太遠的地方小旅行，特別是坐電車旅行。除了車子也喜歡小機器等電器物品，特

別是百元商店的產品。

������評論他是一個外表和內心相反會容易動怒的，喜歡公共交通工具，喜歡去百元

商店買小電器品，是有一點跟別人不一樣的異類。
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�������������������������自����述�������������������������小四

（一）勘田慧兒�������頭髮的自述

������我對人類非常重要，如果人類沒有我，一定會很尷尬。我長得瘦瘦長長，還有

很多的家人。

������我每天都有洗澡，我可以永遠的成長，可是長得太大時，有時會被主人剪掉。

主人喜歡把我們關在又大又圓的圈圈裡，把我們緊緊綁著。有一天，主人用了一個

我沒見過的工具，插上插座加熱後，把我的身體變成彎彎曲曲的，我想了很多方法，

都恢復不回來。

������唉！我的主人都會不聽我的話，隨便對待我。

（二）紀仲美優����耳朵的自述

������我住在很大的家，每天一定會去學校，下課時主人一直說話，我也可以聽，主

人每天說很多的話，所以我聽得有點煩。

������我每天會去很多地方，�接收各種各樣的聲音。在路上汽車的聲音；在學校收到

主人、同學和老師的聲音，回到家裡還會收到媽媽、爸爸和妹妹的聲音。

������我天的工作是把我收到的聲音傳給主人，可以幫忙主人，我覺得很開心。害怕

的時候，開心的時候，不管何時何地，我都會陪伴在主人身邊！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　許　恩愷

 　しょうがつやすみのあいだ、タイワンですごしました。よるしょくじがおわっ
たら、おとうさんとおじさんといっしょに花火をしました。とりたまごという花
火は大きい音を出すと、うしろからふうせんが出てきました。とてもおもしろい
です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　山口龍太
　ぼくは２月の 5日に春節祭にいきました。ゲームをしてバナナをたべてすぐに
かえりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　酒井鴻佑
　このまえ、しゅんせつさいで、ゆりこといっしょにゲームをして、てっぽうを
もらいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　杉本清蓮
２月５日に学校にいってゲームとか、けしごむくじとかをしました。
さいしょはどこになにがあるのかしりませんでした。でも一ノせゆなが
「あそこにゲームがあるよ。」
といってくれました。



　ゲームは一かいもびんごになりませんでした。けれどだれかがけしごむくじを
やっていたのでなんかいもいいのがあたりました。いちばんよかったのは 3ばん
の大きめのくまがあたったことです。
　そしてバナナちょこをごうけいで 3ぼんたべました。そのうち一ぽんはかごの
やで、うどんをたべてからまた学校にいって一ぽんだけたべました。
　そしていえにかえってくつをふきました。だって学校の下のところはどろだら
けでした。だからくつをふいてきれいにしました。
　そしてしゅくだいを 2日ぶんしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　森　優娜
　きょうは、おばあちゃんのたんじょうびでした。ハッピーバースデーもしました。
とてもたのしい一にちでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　大村葵子
　きょうはてんとう虫パークに行きました。そこはトランポリンがいっぱいある
のでわたしはトランポリンパークかなと思いました。
　そこはカラオケもテニスをやるとこもありました。またこんどもいきたいなと
おもいました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　謝　澤羽
　このごろ、ぼくは四じにかえりたいですが、おとうさんからはだめっていわれ
ました。おともだちといっしょにかえりたかったです。だけど、おともだちのき
てつさんが五じにかえることになったので、ぼくといっしょにかえることができ
ました。とてもうれしいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小一　何　哲昊
　さいきんぼくはレゴつみきのおもちゃがすきになりました。レゴつみきはこど
もからおとなまでたのしめるおもちゃです。しゅるいもいっぱいあります。くみ
たてブロックはおもしろいです。ぼくがもってるのはくるまのかたちやひこうき
のかたちのものです。あそぶとき、あたまでよくかんがえて、きれいにくみたて
たらかんせいできます。

                            心にきざまれた思い出                  　小三　高木 かほる
　心にきざまれた思い出。あなたはありますか？
　多くの人は、せっかく集めていたなんちゃらかんちゃらをすてられたとか、成
績がドンと下がっておこられたとか、入りたかった小学校を自分で決めたのに、
その学校に行けなかったなどのことだろう。
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　私が経験したほど大きな悲しい事は、経験した人は少ないかもしれない。同じ
立場に立ち、そのことに立ち向かった人しか、私の気持ちはわからないだろう。
　―それは、私がまだ英語しか話せなかったころの、ある日の夜・・・。―
　楽しく笑って食べる夕食のとき、父がそのいやなニュースを口から運んできた
のです。
「香港には、もう長くたいざいできない。」
「えーっ！なんで？うそでしょ！」
「うそじゃない」
「っていうことは？」
「香港をはなれて、どっかに行くってこと？」
「そう。」
「なんで？」
「会社の問題でね・・・＠＊＃＝”＆＊＋＄・・・・」
　その時の私は、日本語がちょっとしかできなかったので、日本語でべらべらし
ゃべるお父さんの言っていることがよくわかりませんでした。でも、あることは
わかっていました。香港をはなれること。私は急に耳に入ったこのニュースがあ
まりにも急だったので、大きいショックを受け、泣き始めました。泣きながら、
安心して泣けるベッドの方へ走りました。姉もショックだったようで、しくしく
泣き始めました。
　私は春休み、夏休み、冬休みに、「日本にいるおばあちゃんちで、ずっと泊りた
かったなあ」とか言った自分をばからしく思いました。そんなの香港の方が好き
に決まってるじゃん！　今でも、香港を思い出すとポロポロと目から涙がこぼれ
てしまいます。

　　　　　　　　  　このごろのこと      　小四    勘田慧兒
　二月三日（金）
「心に残った事」
1. ほのかちゃんとしゃべれた
2. トンボづくり
3. 絶体絶命ドッチボール
　今日は２月３日、金曜日。朝、私はウキウキしハリキッテかわいいかみ型をし
ました。なぜなら、今日はしきつ小学校の四年生が中華学校にきて、交流するか
らです。
　二時間目の休み時間、しきつ小学校の方達がやってきて、ドッチボールをして
遊んでいた私達に手をふってくれました。
　一時間すぎ四時間目、いよいよ皆が楽しみにしていたドッチボール！！
　中華学校対しきつ小学校！！始めは私はむこうの学校の事を甘くみていました。
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なぜなら、前に見学してきた、日本の学校の子がボールをなげる高さ、スピード
があまりによわかったからです。先生のふえがなり、ドッチボールがスタートし
ました。
　ボールは中華学校からです。最初にボールをなげたのは、運動神けいバツグン
の吉田君です。どうせ一人当たるだろうと思いきや一人の子にキャッチされて、
ぎゃくに吉田君があてられました。それをみたとたん皆、ざわつき初めました。
「やっやば、めっちゃ強い！！」
「相手にならんわ」
　そんなうちにたくさんあてられ、結果、中華学校が８人当てられ、しきつ小学
校は１人というわけで一回せんはボロマケでした。
　二回せん、皆気合いが入ってきました。しかし、女子の中で、いや、クラス一
なげる力が強い余さんが当てられてしまいました。もう残るのは吉田君や中尾君
たち、しかしそいつらも当てられてしまいました。というわけでまたもボロ負け。
　最後の三回せん、しかも、3分間だけ。やはりよそう通り一人、すぐに当てら
れました。最後 30秒の頃、しきつ小学校の外野がものすごいスピードで、私達
をねらってきましたが、それを、吉田君がみごとにキャッチをし、しきつ小学校
の子を一人当てました。でもやはり、負けました。

                                　春節祭             　　　 小五　岡田  晶
　２月５日、春節祭当日、私は９時に学校に行きました。なぜなら、おどりの準
備をするので、早めに行かないといけないのです。
　私が着いた時には、みんなも着いていました。先に衣装に着替えてから化しょ
うをしました。
　そして、舞台に出ると足がガタガタふるえてこけそうになりましたが、何とか
やりきりました。２回目の時はちょっと慣れたので、１回目よりうまくできました。
　おどりが終わると、私はまず一人でうろうろしていました。その後、まどかさ
んとゆきみさんと、惟さんとしずくさんと一緒に行動しました。と中で、しずく
さんがどこかへ行き、惟さんも何かを買いに行きました。
   ３人で行動していると、あと１５分くらいという時に、しずくさんと愛美さん
と美仙さんとみずきさんに会いました。ゲームでビンゴになったみたいで、おも
しろいモンスターを持っていて、みんなで爆笑していました。
   美仙さんとみずきさんは先に帰り、５人でいろいろ話をして帰りました。
   舞台に出たときは緊張しましたが、いい思い出になりました。すごく楽しかっ
たです。
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小一提早寫作�（公園玩耍）
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小二提早寫作�（動物園見學）
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