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學　校　行　事 

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

７月１５日

７月１５日～１６日

７月１９日～２１日

７月２４日～８月２５日�

７月２２～２６日����������������������

９月１日

９月４日

９月１０日

９月１５日

９月２８日

暑假開始

中學部校外夏季宿營

幼小學部校內夏令營

暑期輔導

中國語班夏令營

第二學期開學典禮

正式上課，收檢暑假作業

浪速區民祭

三僑校國語演講交流會

教師節

九月

七月

教職員異動消息
⑴
⑵

本校邵盈榕老師在校服務多年，教學認真，於 6 月 30 日離職返國。

替代役教師廖柏勳老師在校服務為期一年，負責認真、熱心教學，將

於 8 月初退役返國，9 月起將由新替代役教師徐銘鴻老師接任。

◇義捐消息◇ K
1.��日本關西台商協會提供獎學金�������������������������������300,000円
2.��家長會贈送夏令營贊助金��������������������������������������50,000円 
3.��家長會贈送游泳訓練贊助金�����������������������������������50,000円
4.��蘇建源先生贈送新入生紀念品 �������������������������������30,000円
5.��中 1 家長許宗健先生贈送中學部宿營贊助金��������������10,000円 

 在此深表感謝
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PTA会長鄭淳心女士
大和屋修先生
陳相宇先生
松井正継先生
金沢咲希女士
謝燁先生
張文清先生
川口千善女士

有り難うございました。
（敬称略、順不同）

【運動大會寄附名單】
台北駐日経済文化代表處
台北駐大阪経済文化辧事處
大阪中華總會
株式会社日本東泉
株式会社モリサワ
大阪市立敷津小学校 PTA
洪勝信先生
孫葆青先生
連茂雄先生
蔡伸雄先生
小林功先生

十万円
五万円

二十七万円
二万円
一万円
一万円
五万円
五万円
三万円
二万円
一万円

K
二万円
二万円
一万円
一万円
一万円
一万円
五千円
五千円

教育部國家華語測驗推動工作委員會日本關西地區華語文能力測驗於

七月九日舉辦，本校首次設置為測驗會場。依據語文程度分成入門、

進階、流利三等級測試，共計 163 名應考，其中本校小 5 至中 3 計 93

名參加測驗，藉以增進華語文能力，提昇華語文教育。

消　　　息
⑴
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106 學年度全校中文作文比賽得獎名單

一、暑假期間：

������七月十五日至八月三十一日。

二、八月三十一日（星期四）上午十時，�

�����中學部同學返校清掃校園。

三、�九月一日（星期五）開學典禮

�����全校學生上午八時二十分到校，

�����十一時三十分放學。

�*�九月四日（星期一）起全天正式上課

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��暑假到海水浴場一定要父母陪同前往。

��7��假期中星期一到星期五，��學校都有�

�����老師值日�（上午九時至下午三時）�

��，如遇到困難需要老師處理，可隨時

�����回校請教。

���*�八月十一日 ~ 十五日�學校不開放

����* 學校電話；06-6649-6849

��8��時時發揮自治精神，時時自愛進取。

��9��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��幼班 ~ 小六遵照導師規定作業。

��2��小三 ~ 中二各班除任課老師規定以

������外，每位同學需寫：

�ㄅ�週記四篇，大字十張（小三、�四除外）。

�������（每張字數至少六個字）

�ㄆ�選擇中日文各三篇優良讀物，選其中

�����各一篇寫讀後感想，並於開學後上台

�����報告心得。

��3��中三：升學五科目的作業。

六、暑期活動；

��1�中學部夏季宿營；�

����七月十五 ~ 十六日��

��2��幼班 ~ 小六夏令營活動；�

����七月十九日 ~ 二十一日��

��3�幼班 ~ 小六暑期輔導；�

����七月二十四日 ~ 八月二十五日��

����（上午九時至下午三時，週一 ~ 五）

��( 暑期安親班 : 下午三時至五時 )

大阪中華學校1O6學年度暑假生活注意事項

組����別 第�一�名 第�二�名 第�三�名 佳����作

中�學�組 姚�楓�碩 傅�����予 佴�雯�婕 刁�宇�鴻

小學高年級組 喬�一�笑 金�����天 中山知微 蔣�����惟�

小學中年級組 朱�詠�曈 金�裕�斌 阪本心澄萌 鄒�樹�音



� � � �六月十日舉行了第七十一屆校慶運動大會。�當天天氣晴朗，�多位來賓、�家

長及校友們熱烈參與了盛會。� 上午九點，大會在鼓號樂隊的帶領下揭開了序

幕，接著旗隊、運動員一一進場，個個精神飽滿，贏得來賓們熱烈掌聲。莊

嚴隆重的升旗典禮後，由大會會長陳雪霞校

長致開會詞，陳校長首先表達對參與本次運

動大會的來賓、校友、家長的感謝，其次勉

勵全體運動員平時勤勉進學之餘，不忘鍛鍊

強健體魄，要發揮勝不驕、敗不餒的運動精

神，以及發揚團隊精神，爭取團體最高榮譽。

接著在紅組代表雷千尋、白組代表古川俊煒

兩位同學，代表全體運動員宣誓及全體高唱

運動會歌後，展開了各項活動。

� � � � 上午之部是表演節目和個人賽跑預賽，

首先是小四至小六表演的大會舞表演，� 緊接

著中學部獅隊、� 小三、� 四女生為主舞蹈社、

中學部國術表演以及鼓隊，� 呈現於嘉賓面

前，精彩的演出，� 贏得熱烈的喝采。� 表演節

目結束後，� 隨即進行各班個人賽跑預賽及投紅白球，同學們奮力前進爭取佳

績。

����下午之部進行了紅白組趣味、拔河、個人賽跑決賽及接力等各項競賽，同

學們除了努力爭取個人榮譽外，在團體競賽中，也充分發揮團隊精神，表現

勝不驕、� 敗不餒的氣度，而來賓們

也在參與各項遊戲、拔河等競賽

中，舒展身心。�

� � � � 本次運動大會在各界的參與及

支持下圓滿順利；同時感謝家長們

的協助，使得運動會進行順暢，學

校與家長融為一體，共同為學生、

學校，及傳承中華文化而努力。　
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慶祝創校 71周年運動大會
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運動會花絮
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運動會花絮
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運動會花絮
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運動會花絮



生命學習的演講會
（2017 年 6月 26日）

恩
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全校游泳訓練
台北市立大學師生來校指導游泳訓練－浪速青少年運動中心   (2017.7.3)



小學部中年級組第一名

������

��������������������������������校園一角��������������������小四��朱�詠�瞳

������學校是我們每一天都要去的地方。大阪中華學校雖然是一所很小的學校，但是

有很多地方。

������其中，�我最喜歡教室了！因為這裡不論上課或下課都可以和大家在一起。上課

時，要專心的聽老師的話，不會的地方要問老師。每天上課吸收豐富的知識，多幸

福呀！下課時，我會在

教室幫老師的忙，和同

學談天，有時候，還會

和同學寫故事呢！在教

室可以舒服的上課，下

課可以放鬆心情，我真

的很感謝有這麼棒的教

室。

������另外，�我也喜歡操

場，我覺得操場可以說

是學校的象徵，因為運

動會、文化祭等都是在

操場舉行的。在操場上，

可以做各式各樣的活動，特別是上體育課時，我們做的活動種類最多了。除了上課，

下課時也會到操場玩遊戲，有時也會欣賞樹木。操場因為很大，所以我們可以跑來

跑去，操場就是一個自由自在的地方。

������我很喜歡讀書，也喜歡活動。在學校裡無論哪一個地方我都喜歡。我很開心我

能在這麼棒的大阪中華學校讀書！

小學部高年級組第一名

����������������������������影響我最深的一個人����������小六����喬�一�笑

������影響我的人生的伙伴有很多，每一個人都會教我很多我從來不知道的事情。但

是其中只有一個人是影響我最深的人。那就是—爸爸。

������每次吃完飯，全家人都會看新聞，但是我看了就結束了，反倒是爸爸，他把這

些新聞報導的內容全都放入腦海裡，等我無聊的時候，再說該注意的事情，碰到種

種困難就該要怎麼做。以前我比較喜歡看動畫篇，不喜歡看新聞，但聽完爸爸的有

10

學生
 園地 2017學年度中文作文比賽
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趣故事後，我有所改變。現在我喜歡看新聞來充實我的腦袋，也不常看動畫篇，反

倒是喜歡看書了。

������爸爸還教我「舊的不去，新的不來。」我的房間裡，本來有很多我喜歡的裝飾品，

可是那已經是生生鏽了，甚至破爛的東西。於是爸爸就告訴我：「如果你一直拿著舊

的東西，這樣你永遠都拿不到新的東西。」我點點頭，捨不得把不需要的舊物品扔掉，

但是我明白了，不要天天留著不需要而舊的東西。

������每次和爸爸一起去超市的時候，我都很期待聽爸爸「用錢的方法」的故事。他

經常會跟我說：「如果要買的東西不急，等商品打折了以後再買比較划算。」接著說：

「先看品質，�雖然商店會出一樣的商品，��但價格會不一樣。」現在我已經懂得很多關

於「錢」的事情，�所以有時候，我還比爸爸更仔細盤算呢！

������從小到現在，我被爸爸教育了很多。如果爸爸沒有這樣教我，就沒有現在的我。

如果爸爸不管我，現在我肯定是一個愛看動漫，房間亂糟糟，且亂花錢的人。等我

長大以後，我一定要幫爸爸做事，讓爸爸輕鬆點，同時在這裡感恩一下：謝謝！爸爸，

我永遠愛您！

中學組第一名

���������������������������坐而言，不如起而行����������������中三��姚�楓�碩

������與其說一些華麗的語藻，不如付出行動，不斷進步。世間任何的事均是如此，

若你當真費了努力和心思去完善它，勤奮及汗水定不會被辜負。

������暫不論那些古今中外的名人，自身便是個極好的例子。剛來日本不久時，對我

而言，日語是最大的坎坷。閱讀文章之際，那些片假名似幻一張巨大的網，將我吞噬，

自然，這成績便是大紅燈籠高掛著。「你不是答應過我，咬緊牙關都要跨過語言溝通

的障礙，盡力去融入新的環境嗎？」我依稀記得母親當時的神情，一向和藹的臉上

掛著幾絲怒意，跟平日裡眉間略帶笑意的她稍顯違和，也是那個時候，我發現她蒼

老了許多。

������其實，剛來不久的我，總是把結局想得太美好，曾有無數時候，我愚蠢的認為

一切只要靠時間和不曾行動過的「遠大」的目標，就能達到自己想要的。而那次的跌倒，

無疑給我的心拉響了警鐘，我意識到該醒了，趁一切還不算太晚。

������之後的日子，我可能無法詳細地將邊角都敘述，我只記得我讓自己從最基礎開

始努力，沒有過於心急地學長篇論文，取而代之的則是每天點滴滴的累積，生活變

得忙碌卻充實，我試著讓自己有更多挑戰的機會，擺脫桎梏，超越極限。前天晚上，

行走在通往私塾的小徑上時，我不經意間抬頭，看見明月如玉盤般地旋在墨染的夜

空，才發覺那些記憶深刻，彷彿是昨天的事已離我很遠了，我慢慢地習慣了這快節

奏的生活，漸漸地不覺得疲憊了。微涼的晚風拂過臉頰，吹散了我的煩惱，收回思緒，

我的步伐愈加堅定。

������太多時候，質疑放棄會給原本不難且很小的事情抹上陰影。亦或已經竭盡全力
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去拚搏，還是未能有順自己心意的結果。但前提是要付諸汗水和行動，且必須要堅持，

若整日無所事事，憑空臆想，定是竹籃打水一場空。

������我也有心情不好，想放棄的時候，但請千萬別忘了，適當的休息過後，要接著

努力。世界上最快樂的事，莫過於做到起初連自己都認為不可能的事，或許再回首，

我瞧不起剛來日本時的自己。

������要記得，熬過黑暗，便會有光明！

��������������������������有趣的運動會��������������������小四����長尾奏花

������今天是我們期待已久的運動會的日子。一早，我到了學校，就幫幼稚園的小朋

友們把號碼牌別在背上，然後再回到教室準備水壺、帽子，接著大家一起搬椅子到

操場。

������運動會開始了，從幼稚班到中學部集合排隊行進，行進時，我最期待的是喊口令，

走著走著，就到了喊口令的指標線，於是我就大聲喊：向右看 --- 緊接著花音也高聲

喊著：向前看！然後就開始各項節目的表演。首先，是小四到小六同學有趣的大會舞，

緊接著是舞獅、舞蹈，最後是鼓隊表演。

������各項節目結束後，就開始緊張刺激的個人徑賽，結果我跑第二名，弟弟是第三名，

我們雖然不是很滿意，但很高興。再來十一點多了，我們餓著肚子進行紅白球競賽。

之後，上午部的節目結束了，我們一家人在幼稚班教室吃了爸爸、媽媽做的愛心便當，

裡面有漢堡包、炸雞塊、沙拉，飯糰和煎蛋餅。吃過了零食和果凍，就開始了下午

部的節目，首先是小三、小四的趣味競賽「追趕跑跳碰」，雖然自己跌倒了，但我們

紅組贏了，然後是幼稚班的「七拼八湊」，白組贏了。節目進行到小三、小四拔河比

賽，我們紅組用盡全身力氣拔，但還是白組贏了，終於到了最後一個精彩刺激的大

隊接力，一開始紅組就領先好多，所以我們紅組贏了。

������運動會快要結束了，最後宣布紅白組總成績，紅組是 256 分，白組是 249 分，

今年的總冠軍是紅組，去年也是紅組得到冠軍獎盃，所以我希望明年我仍然是紅組，

可以在運動會中贏得勝利。

����������������������������學校運動會���������������小五����中山知微

������6 月 10 日是大家期待已久的運動大會。早上 8 點 10 分，大家在教室別號碼牌，

8 點 20 分，全班到齊了，準備運動會開幕。

������終於運動大會開始了！首先是小四到小五的大會舞表演，隊長對校長報告後，

開始跳起「動一動」，跳得好舒服。接著是舞獅和舞蹈精彩的表演，之後是個人徑賽，

幼班到小四丟紅白球的節目結束之後，就是中午用餐時間。有人在操場用餐，也有

人在教室吃飯。吃完之後，我到教室和同學們玩了三十分鐘左右，玩得好高興！一

看時鐘，哇！怎麼辦呀！下午節目快要開始了。

運動會特刊
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������下午的各項節目都好有趣，第一個節目是由小三、小四的趣味競賽「追趕跑跳

碰」，第二個節目是小一小二的「童心協力」，接下來是幼稚班的「七拼八湊」，終於

到了我們班和小六的「天旋地轉」，雖然我沒參加，但是看著大家在玩，我也感覺很

開心。幼班、小一小二和小五小六的拔河比賽都是紅組贏，真高興！最後是大家期

待已久的大隊接力，我們班的四位選手都跑得很快，結果又是紅組獲勝，太興奮啦！

������今年的運動會總成績：紅組獲勝，我真是高興的不得了，希望明年運動會也可

以像今天一樣，在天氣晴朗的好日子裡舉行！

����������������������小學最後的運動會���������小六�����蔣����惟

������今天是我們期待已久的運動會，也是小學最後的運動會。

������到了學校後，教室黑板上寫著「運動大會」四個字，我突然想到老師說：「今天

早一點來的同學可以在黑板上畫自己喜歡的圖！」，可是現在大家都還沒到學校，所

以我決定等大家來了之後再一起畫。等同學們陸陸續續都到了，我們就開始一起畫畫，

但是不知道男生在畫什麼，在黑板上寫「天才加油」真好笑！其他同學，有的畫了

一隻可愛的動物，也有人畫關於運動會的圖案，就這樣大家都畫得非常開心。

������到了九點，運動會開始了！我們全校學生從五月開始，大家都盡心盡力地在練

習行進的進場和退場，今天終於可以表現給觀眾看了。開幕儀式結束後，表演節目

開始了，第一個節目是小四到小六的大會舞，我們在課堂上及早自習時間已練過很

多次，相信我們一定會跳得很好，果然跳完後，贏得了許多掌聲！每一項節目都表

演的精采萬分，讓大家讚嘆不已！

������接著，表演節目結束後，就是最緊張、最期待的個人徑賽。在競賽當中，每一

位選手都很努力地往前跑，但是在競賽過程中也有些狀況讓人怵目驚心。除了個人

競賽，還有很多比賽，有拔河、丟紅白球、大隊接力…等，其中，最讓我苦惱的競

賽是趣味競賽，因為這次是要低頭轉圈，至少要轉 20 圈，如果不用低著頭轉圈，只

是立正轉圓圈的話，我轉幾次都沒問題，但是低著頭…高難度啊！我是最後一組，

壓力很大，覺得很難贏過白組，可是最後卻是紅組獲勝，大家好高興喔！接下來的

家長拔河，以及老師們的競賽，都很有趣！

������最後的結論是，小學的運動會有好有不好，對個人徑賽的決賽結果感到不理想，

不過，我覺得這件事情也會變成很有趣的回憶吧！這次的運動會我們紅組獲勝了，

希望明年到了中學部，可以一直堅持下去，同時拿到更理想的結果，讓自己開心。

����������������������精彩的學校運動會���������中一�����刁�宇�鴻

������6 月 10 日週六，我們迎來了期待已久的運動會。週五下午，全校師生一起整備

場地，有的搭帳篷，有的掃落葉，有的插國旗…大家忙得不亦樂乎！

������隨著宣布運動會開始，各班的隊伍依次入場，樂隊的鼓聲也是十分的有氣勢。

每個表演節目都是精采萬分，最令人期待的是中學部的團體趣味競賽，每位運動員

都是拚盡全力地去完成比賽。拔河的時候，每一個人都是咬緊牙關、皺緊眉頭、齊
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                       運動会　　　　　　　　　　　小二　  又吉盛介
　今日、ぼくはうんどう会に行きました。つなひきや玉入れ、いろんなきょうぎ
がありました。お昼にはおべんとうをたべました。とってもおいしかったです。
後はんでは、リレーがありました。足の速い人がいっぱいあつまっていました。
ぼくは出れなかったけれど、紅ぐみも白ぐみもすんごくがんばっていました。リ
レーではまけてしまったけれど、ほかのきょうぎではかてた時もありました。
けっかでは白ぐみがまけてしまったけれど、すっごく楽しかったです。

                       運動会　　　　　　　　　　　小二　　深瀬瑠依
　きょうはうんどう会なので、かけっこをしました。わたしは１かいせんで１い
だったけど、はしりがおそかったので、２かいせんは出れなくてくやしかったです。
でも、みんなかけっこがおわったら、ごはんをたべました。ごはんをたべたらお
いしかったです。あと、ジュースものめたのでうれしかったです。ごはんをたべ
おわったらおかしをたべたので、ものすごくうれしかったです。
でも「やりたかったなー。」とおもいます。そして、集合のときいきました。みん
ながあつまったらすわりました。つなひきをやるときになったらいきました。２
かいともまけました。さいごにリレーをして赤ぐみがかったのでうれしかったで
す。そして、みんなで集合しました。
そしてメダルをもらう人がメダルをもらい「いいなー。」とおもいました。でも、
うんどう会は「メダルをもらう日」じゃなくて、「うんどうの日」だとおもいまし
た。たのしかったです。

　　               　運動会　　　　　　　　　　小三　　坂本尚美
　六月十日土曜日は、学校の運動会です。わたしは、ダンスクラブの人なので、
その日にダンスをおどりました。一番きんちょうしたところは、そくてんです。
なぜなら運動場でそくてんをすると、手がとてもいたいからです。でも、ぶじせ
いこうしました。うれしかったことはそくてんがせいこうして、たくさんの人が
はくしゅしてくれたことです。
きょうそうで負けて、リレーでも負けたけど、すごくたのしかったです。
さいごに勝った組をはっ表します。この時、こころがどきどきします。「紅組、
二百五十九点。白組、二百二十九点。よって赤組勝り。」
がっかりしたけど、一年で一番たのしかったです。

心協力地拉著繩子，最後我們隊很遺憾的失敗了，但是我們還是充滿著信心。

������節目接近尾聲了，當大會宣布幼班至中三的大隊接力賽開始時，整個操場變得

沸騰起來，歡呼聲此起彼落。運動員們一個個像利箭一樣衝向終點，加油助威的聲

音絡繹不絕，引得在場的觀眾興奮不已。

������這次的運動會圓滿成功，我也覺得十分開心，期待下一次的運動會更加有趣。
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　　                　運動会　　　　　　　　　小三　鄒  樹  音
　六月十日土曜日、私の学校で運動会がありました。朝早く起きて、じゅんびを
しました。
　学校に来ると、いろんな国の国きがありました。教室につくとみんな来ていま
した。いよいよ行進です。緊張しました。
自分のせきにもどるとわくわくしました。私がおどるばんです。いきをすって、
そっとはくと、前にすすみました。そくてんはこけたけど、ちゃんとおどれてう
れしかったです。
　つぎに、私が出るのはつなひきです。つなひきは負けたけど、つなひきができ
てうれしかったです。つぎは玉入れです。これも負けました。でも、玉が入って
うれしかったです。
　やっとごはんです。お母さんがかってきてくれました。どれもおいしかったです。
　後はんは、先生のきょうそうがありました。これも負けましたが、リレーはち
がいます。リレーでは私は出られなかったけれど、紅組が勝ったのですごくうれ
しかったです。結果、紅組が勝ちました。
終わってから、お母さんがアイスを買ってくれました。最高の思い出でした。また、
運動会があったら、その日もこの日と同じように、「がんばらなきゃ。」と思いま
した。

　　　　         運動会　　　　　　　　　　小五　 勘田慧兒
    6 月 10 日、日曜日。それは、私が学校の中で一番好きな行事、う・ん・ど・う・
か・いなのです。
　私は、この日のためにいろいろな努力をしました。熟がなくて早く帰れる日は、
宿題を終わらせたら、妹とお母さん、私でマンションの下の公園でランニングを
したり、タイマーで早さを計ったり、朝、駅まで行く時になるべく走って行ったり、
休み時間になると、運動場で走ったり、階段を上がったり、下ったりしていました。
そんな中、練習の効果が出たのでしょうか？私は、夢だった五年赤組女子リレー
の代表に選ばれたのです。あの時のうれしさは、今でも忘れられません。そんな
私なのですが、朝の行進の練習だけはきらいでした。太陽がギンギン輝いている中、
私たちは、運動場を何週もまわるのですよ。
　さて、いよいよ運動会当日が来ました！いつも、おきるのがおそい私は、その
日だけとても早くおきれました。部屋から出て、リビングへ行くと、お弁当のい
い香りがプンプンとそこら中にいきわたっていました。
　学校につき、教室に入ると、すでにほとんどの人が来ていました。
　9時になり、私のきらいな行進が始まりました。その日は、とてもあつかった
ので、一周もしていないうちに、汗がきもちわるいほど出てきました。
　行進が終わると、小四～小六のフォークダンスが始まりました。小さな子供達
も見ているので、かっこいい所を見せたいと思い、がんばったんですが・・・・
やっぱり何回か、ミスをしました。
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　プログラムが進んでいき、いよいよ、練習の効果を見せるかけっこになりました。
私が走るのは、2コースです。「バンッ」銃声がなりました。私は、後ろからハチ
が追いかけてくる思いで走ると、みごとに 1位をとりました。
　お昼前になり、先生が決勝に残る人の名前をいいました。すると、私の名前が
言われたのです。とてもうれしかったのです！
　お昼ご飯の時間になりました。私は、友達といっしょに食べました。お弁当を
開けると、朝、リビングで匂ったいい香りがしました。お弁当の中には、私が好
きなベーコン卷アスパラ、しょうゆちくわ、ハムタマゴ、ゆかりおにぎりにこん
ぶおにぎり。全部、とてもおいしかったです。
　お昼ご飯がおわり、いよいよ決勝戦になりました。私は二位をとりました。く
やしかったけれど、うれしかったです。
　決勝戦が終り、リレーになりました。疲れている足で走ったので、痛かったです。
　最後にまた、きらいな行進が始まりました。でも、このときの行進はいやじゃ
なかったです。だって銀メダルがもらえるから。今回の運動会、私が一番楽しん
でいたのかもしれません。

　　              　運動会　　　　　  　　中一　  道上百恵
    6 月 10 日、この日はみんながまちにまった運動会だ。みんな中学生になって、
始めてなのでみんなすごくはりきっていて、前日までわくわくがとまりませんで
した。
　まちにまった当日。朝私は窓の外を見て、思わずうれしくなりました。なぜなら、
前日まで天気が不安定で、もし木曜日に雨がふらなければ土曜日にふってしまう
確率が高くなってしまいます。でもこの日は、まっかの太陽が窓をてらしていて、
まるで赤組が勝つって言っているよう私は思いました。
　学校に着くと、昨日とはまったく違って、グランドは平らになり、校門には日本、
台湾の旗がおいてあり、校内にはお母さん、お父さんなどが話していて、すごく
にぎやかでした。
　 運動会開始 5分前、私は楽隊に入っていて、朝の行進をあるかなければいけま
せん。私はバトンなので、落とさないようにしないといけなくてプレッシャーで
手汗がいっぱいでした。行進は無事終わり、バトンも落とさなくって朝から絶好調。
　もう少しで昼ごはんの時間だ。みんながうれしそうにさわいでいた。だが私に
は一つ乗り越えなきゃいけない試練がある。その試練とは個人競争だ。私はこの
種目が大嫌いだ。この学校は小さいからカーブがいっぱいある、そのおかげで私
は毎年こけてしまう、なので毎年の個人競争はまるで地獄みたいなものだった。
　あと一組で私が走るばんだ。私は息をのんで、スタート地点へあるいていった。
「よーい！」と先生がさけんでいる声がした。心臓はドキドキで死にそうだった。
「バーン。」スタートの合図と同時に私は走り出した。私は何にも考えずに大きく
腕を振って走った。しかし目の前にはもうゴールテープがなかった。やはり今年
もビリだった。くやしい気持ちで私は点数を見た。赤組が白組に大きな差をつけ



17

られていた。このままじゃいけない、私は自信をとりもどして午後の種目をがん
ばることにした。
　午後になり、残りは私の大好きな種目だ。入場のとき赤組の人たちが赤組頑張
れとさけんでいてまるまるやる気がでてきました。
　「入場――ピッピッ」担任の先生の号令と共に私たちが一斉に前進した。そして
銃声と共に始まった。赤組はずーとリードしていて一歩もゆるさず、みごと赤組
がかった。心の中はうれしさでいっぱいだった。私はまた点数を見た、赤組が白
組より十点上でかっていた、赤組が大逆転したのだ。
　午後4時、楽隊の音楽と共にぶじ運動会は終わった。勝敗の結果は赤組がかった。
となりにはくやしそうにしている人やうれしすぎてジャンプしている子もいた。
そのあと疲れたまんまで自分の椅子を持ってった。その時私は三階から今日の思
い出を思い出しながら校内を見た、私はその時見た景色が今日でもっともきれい
だなと思った。今年の運動会はもしかすると一番楽しかったかもしれない、来年
の運動会も楽しい運動会にしたいな。

����������������������������我的種植體驗����������������小三������鄒�樹�音

������記得六歲的時候，媽媽生了弟弟，那時爸爸和媽媽都要上班，所以外婆到我們

家來照顧我們。�

������有一天，外婆對我說：「樹音，妳要不要種黃瓜？」聽了這句話，我就很高興地

跑到陽台上，心裡好開心喔！我們先拿種子輕輕地埋下去，外婆再用土蓋起來。我

每天細心的澆水，過了一個月，黃瓜的果實長出來了，我用剪刀剪下來，好漂亮的

黃瓜啊！因為過了四個月外婆要回去了，�我送給外婆三條黃瓜，依依不捨的對外婆

說：「外婆，您要帶回家吃喔！」外婆哭了起來，我們也哭了起來，不知道為什麼。

������我覺得在這個體驗中學到了很多事，想要結實纍纍，一定要辛苦灌溉。我希望

我的黃瓜可以在土裡不要枯萎，更希望每個果實都很好吃，很有水分，所以我每天

都很認真細心澆水，最後才有那麼好吃的黃瓜啊！

������������������������������校園生活記趣���������������中二���権 娜�賢

�������我的校園生活非常有趣。下課的時候，我喜歡跟朋友一起聊天，因為很有意思。

中學部的學生也在教室外面的走廊一邊講話，一邊玩。因為大家的教室都在同一條

走廊上，��三個年級就像一個年級一樣。現在的中學部同學很開朗，大家的關係都很

好。雖然我是個怕生的人，但今年這狀況改善不少。

������還有，我也喜歡跟老師一起說話，聽老師們說自己的戀愛事蹟。但是同學們的

戀愛經驗更讓我覺得興奮，也讓我非常羨慕。

我的同學裡有很多天真單純的人。比如說身高很高的人，但是卻喜歡喝草莓牛奶，

好像幼稚班的小朋友；還有會突然笑出來，說一些沒有關係的事情的人。

另外，上課很安靜的時候，我可以聽到很多聲音。樹葉的聲音、幼稚班的聲音、救
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護車的聲音等等，這些聲音讓我感受到了世界上生命的存在，我的心裡充滿著安詳

喜樂的感覺。

������對我來說，最有趣的事情應該就是修學旅行了。小學六年級的修學旅行，我跟

朋友一起睡、一起吃、一起玩……真的非常開心！今年升上中二，也有修學旅行，

我已經開始期待了。

������學校裡有很多有趣的事情，上課的時候、下課的時候、觀察同學們、參加學校

的活動，特別是修學旅行……雖然學校是學習的地方，但學校除了讓我獲得許多知

識以外，也讓我的生活更加豐富。

　　　      　こ の ご ろ の こ と　　　　　　　小四　張  馥  宇
　私は、運動会の休み時間にダンゴムシを見つけました。校門のとなりに木が生
えています。その所にダンゴムシがたくさんいたので、一つ取りました。
　私が気付いたことは目です。このダンゴムシの目はおしりの近くにありました。
私はおもしろいなと思いました。そして、手に乗せてみました。そのダンゴムシ
はひっくり返りました。もとにもどそうとすると、自分でもとにもどりました。
私の友だちが「ダンゴムシは頭がいいんだよ。」と言って、私は、ダンゴムシのよ
うに頭が良くなったらいいなと思いました。ちょっとさわったら、すぐ丸まりま
した。
　本によると、これは、てきから身を守るためです。わざとさわったら、死んだ
ふりをします。なぜかという、てきはダンゴムシを食べるのですが、死んだダン
ゴムシはあまりおいしくないので、その場をさけてしまいます。丸まって、足が
無くなっていたら、ホントに死んだみたいです。私たちがわざと足を引っ張っても、
力があるから足は取れないですけど、死んだときは力が無いので、すぐ取れてし
まいます。
　私は三匹つかまえたんですけど、二匹は暑すぎたから死んでしまいました。最
後の一匹は死んだらかわいそうなので、もとの場所にもどしました。
　中国語では、ダンゴムシのことを「すいか西瓜むし虫」と言うので、私は、夏
の季節だからダンゴムシは夏に出てくるのかなと思ったけど、ママは、丸まった
すがたがすいか西瓜みたいだから「スイカムシというんだよ。」と言っているので、
正解はわかりません。
　私は、前に自分の家の近くにもダンゴムシがいたので、もしつかまえたら、ペ
ットとして育ってほしいです。ダンゴムシが大きくなったすがたを見たことがな
いので、大きくなったすがたを見たいです。

　                      実　験　――　空　気　砲　　　　　小六　高木みずき
　私は、土曜日、空気砲の実験をしました。私が通っている塾で、同じクラスの
子と「サイエンず」という自主グループを作りました。それは、みんなが毎日の
日常で興味を持ったことを確かめるために実験するというグループです。
　まず、空気がもれないように段ボールをガムテープできっちりしめます。次に
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段ボールに穴を開けます。大きい段ボールには穴を一つ、小さい段ボールには穴
を二つ開けました。
　すると突然みんなが、使ってない段ボールで遊び始めました。私には止められ
ないので、一人で黙々と段ボールを修正していました。そこで、段ボールに絵を
描くことに気づきました。唯一の女子として（いつもはもう一人女子がいるけど、
今日はお休み）、かわいくすることにしました。
　大きい段ボールは、その日の理科の授業で魚のことを少し勉強したので魚の絵、
小さい段ボールにはネコにするつもりだったけど、穴を開けた分の丸が二つあっ
たので、パンダにしました。
　やっと実験開始です。先生が来て、線香に火を付け、けむりを段ボールの中に
ためます。その間、みんなは上のスプリンクラーのことしか考えていません。「バ
ン！」段ボールの横をたたくと、空気がめっちゃ出てきました。意外と威力があ
りました。けど、さすがにドラえもんの空気砲にはかなわないわー。
　今は、その段ボールの下の部分を切って、頭にかぶれるようになっています。
しかも、自習室にかざってあります。「空気砲をかぶってみたら」という言葉を横
にそえています。
　あまり実験結果をまとめることはできなかったけど、楽しかったです。
　次の実験は「レインボーローズ」。責任者は私。

　　                　「わたしと言葉」　　　　　　　　　中二　尹　人
　以前、私はこのような言葉に出会いました。
「言葉の違いによって、人の性格は異なっていきます。たとえば、ある人は日本語
を喋るとき、ビジネスマンに感じるが、英語を話すときは学生の口調ととらえら
れます。」
  私は、このことについて、全面的に賛成です。なぜなら、私自身そのとおりだか
らです。中国語を話すとき、私は自身を学生だと感じます。しかし、日本語を喋
るときは、失礼な言葉づかいだと先生に言われたことがあり、自分も口調が野蛮
だと感じました。
　今の言葉づかいは、以前と比べて少しずつよくなってきました。「言葉の違いに
よって性格が異なる」説は、時間の問題だと思っています。
　使用する時間と言葉の適切さ、それは比例していると私は実感しています。使
用時間、それは言葉を口に出す時間だと考えていいと思います。ほら、英語を学
ぶとき、よく先生に言われませんか？英語は言語ですから、口に出すことが一番
大切だと。その点において、日本語も大同小異だと思います。
　だからといって、日本語は全く易しくはありません。
　日本語の漢字は難しいとよく外国人に言われます。しかし、中国人にとっての
難関は助詞と敬語です。
　１つめは助詞。中国語に助詞はあるけれど、文末に現れるのがほとんどです。
しかし、日本語には助詞が頻出します。この段落の最初から前の句点まで、助詞
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はすでに十語ぐらい使われています。特に「へ、に、は、が、を」が私には区別
不能な状態です。
　２つめは敬語です。中国語には「諸」をつけ、「你」を「您」に変えれば済みま
す。日本語は複雑です。
　例えば、丁寧語、尊敬語、謙譲語、この三つ。いつ丁寧、いつ尊敬、いつ謙譲と、
戸惑いがあります。したがって、「いらっしゃる」や「いただく」などと言われた
ら、ほんとうに困ります。言わないと相手に失礼だと思いますが、言い間違える
と失礼だし、どうすればいいか、何も思いつかないままです。
　こうしてみると、日本語について、私はまだ可能性を秘めていると思います。
　
                         「友情とは」　　　　　　　　　　中三　坂口杏音
　友情とは何だろうか。日常生活の中で友として笑い合っている人との間に本当
の友情はあるのだろうか。
　兼好法師は「徒然草」中で、よい友は物をくれる友、医師、知恵のある友と述
べていたが、私はこれに少し違和感を持った。確かに、これらにあてはまる友は
とても便利だが、それはいつか自分の欲求を満たすだけの存在となってしまうの
ではないだろうか。一方的に与えたり、与えられたりしているだけの関係はとて
つもなく脆いものだと考えられる。
　私は以前、クラスで一番仲の良かった友だちと大げんかをした。しかし、二日
後には今までにも増して深くなった友情を感じられた。もし私と彼女が与え、与
えられるだけの関係であれば、仲直りをするどころか、「顔も見たくない、嫌悪を
覚える存在」として、互いに認識されていただろう。仲直りができたのは一時的
な嫌悪感の根底に、「また彼女と色々な話をしたい。今までどおりに接したい」と
いう気持ちがあったからではないのだろうか。
　自分の利益のみを考えて人と付き合っていく中に、友情など芽生えるはずはな
いだろう。本当の友情とは、笑い合い、悲しみ合い、喜び合う、そういった感情
を共にでき、心を許せる人との間に芽生えるものだと私は思う。
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薫風や静かな教室君の声　　　　　　　　　　　 岸部 智美
夏祭り濁った空を透視する　　　　　　　　        澤尾 優心
じわじわと染み込む蜜や欠き氷　　　 　　　　　雷   千 尋
雨と共に光が一閃落ちていく　　　　　　　　    宮下 美黎

ねむそうにペンを転がす隣人がため息をつき私をみつめる          　 中島 華蓮
溶けていくアイスクリーム夏の日にとろけるような恋をしたいな   権   娜  賢
漆黒の翼をひろげ羽ばたいて抜け出ることはできないのかな　       宮下 康希
君と見る最後の景色忘れない忘れられない君もそうかな　              徐   穎  珈
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