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<學校通訊> 

 

學  校  行 事  

九月 

    9月 29日   園遊會、班級模擬商店 

 
十月 

 10月 18日    體育日      休假  

 10月 19日    園遊會      補假  

 10月 10日    國慶日      休假 

 10月 17日    第二學期期中考、下午停課(10/17~18) 
 10月 21日    新入生面試 

 10月 24日    小六修學旅行(10/24~26) 

 10月 26日    全校秋季遠足 
 

十一月 

 11月 11日    更換冬季制服  

 11月 13日    文化日       休假 

 11月 19日    校內國語演講比賽 
 11月 12日    國父誕辰紀念日 

 11月 19日    全校日文作文比賽 

 11月 23日    勤勞感謝日   休假 
 11月 28日    第二學期期末大考(11/28~30) 

－真誠．體諒．和諧．互助－                       
2018年度年間行事 
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(1)2019 年度新入生募集，於 9/25 至 10/12 接受申請，歡迎
華僑子弟踴躍報名，募集要項請詳見學校網頁。 

(2) 2018年度教育部國家華語測驗本校同學成績公布如下。 

 

(3)本校卜永珠、薄懷湘(屆滿 20 年)，李惠芳、魏麗玲(屆滿 10 年)，高
田靜子、王彥凱(屆滿 5 年)六位教師，多年來致力華文教育，傳揚中
華文化，將獲頒僑委會海外優良教師獎狀等獎勵，在此深表祝賀。 

(4)本校小四陳律妍、小五朱詠瞳、小六中山知微、中一金天、中二刁宇
鴻、中三徐穎珈六位同學於９月 21 日，代表學校參加東京中華學校主
辦第十屆日本地區三僑校國語演講觀摩交流會，同學們演講生動、表現
精采，並觀摩東京、橫濱兩校同學演講及進行交流，增進三校間情誼、
提升華語文教育，成果豐碩。 

等級 報考人數 出席人數 缺考人數 合格人數 不合格人數 合格率 

入門基礎 56 46 10 46 0  100% 

進階高階 46 46 0 37 9  80% 

流利精通 13 13 0 5 8  38% 

總計 115 105 10 88 17  

學 校 消 息  
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<學校通訊> 

第二學期教學參觀  (2018.9.15) 
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20180317            千秋雪 半夕蝶夢 

第二學期教學參觀  (2018.9.15) 
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<學校通訊> 
中學部暑期宿營       (2018.7.14,15) 
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吉野宮滝野外学校 
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<學校通訊> 
小學部校內露營     (2018.7.17,18) 
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20180317            千秋雪 半夕蝶夢 

國立臺東大學來校舉辦探索營 
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<學校通訊> 
小學部暑期輔導     (2018.7.23～ 8.24) 
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20180317            千秋雪 半夕蝶夢 

國立臺北教育大學來校舉辦暑期班 
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<學校通訊> 

組    別 第 一 名 第 二 名 第 三 名 佳  作 

中   學   組 尹    人 蔣    惟 傅    予 王 悅 含 

小學高年級組 中山知微 張 宰 胤 長尾奏花  

小學中年級組 黃 得 媛 周 詩 家 川端杏奈  

大阪中華學校107學年度全校中文作文比賽 
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<學校通訊> 
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暑假讀書心得報告 
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<學校通訊> 



17 

            -第 178號- 



18 

<學校通訊> 
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            小二   吉田朱璃 

 わたしは、「きつねのクイズはへんてこクイズ」という本を読みま

した。この本は、きつねのクイズにこたえると、ふしぎなことがおこ

るたのしいお話です。 

 主人公は「ミチコ」という女の子で、日曜のお昼すぎ、お昼ごはん

をたべたあと、近くの公園へ、行ったらミチコは、公園のはしっこに

テントがたっているのに気がつきました。テントは白くてテントの上

には、もも色のはたが風でひらひらしていました。ミチコがテントの

中に入ってみると一ぴきのきつねがつくえの上で書きものをしていま

した。きつねはミチコに気づいたとたん大よろこびでジャンプした

ら、ミチコがびっくりしてとびはねました。きつねがさっそくミチコ

に、もんだいを出しました。さいしょのもんだいは、ブランコです。

きつねは、ミチコをブランコのまえにつれていきました。そしたらミ

チコが思ったのは「いつものようにブランコが 2 個ぶら下がってるけ

ど、ちょっとちがう。今日は 1 個のブランコには、赤いペンギンが

ぬってあって、もう 1 個のブランコには、青のペンギンがぬってあ

る。」ミチコはこう思いました。 

 こんなふしぎなこうえんが近くにあったら毎日行きます。 

 

     サメ真実の世界を読んで    小三 又吉盛介 

 ぼくは鮫が大好きです。だから鮫にかんするいろいろな本を読んで

います。なぜこの本をえらんだのかというと、普通の鮫の本は有名な
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ホホジロザメとかしか出ていません。でもこの本はいろいろな鮫が

のっています。だからぼくはこの本をえらびました。 

 鮫は軟骨魚類と言うやわらかい骨をもっている魚です。昔には奇妙

な歯をもった鮫もいました。鮫は危けんな生き物ですが、危けんな鮫

は四百九種類の中ではほんの一部です。  

鮫は考えてえさをとっています。たとえば鮫にはロレンチニ瓶という

器官があります。この器官はえもののかすかな電気をとらえることが

できます。きゅうかく以外も遠いところのえものを感知するこができ

ます。この器官は五十億分の一ボルトの電気を感じることができま

す。こういった鮫の知しきがたくさんのっていました。 

 この本は字がいっぱいで読むのがむずかしいけど、もっとべん強し

て鮫にかんする知しきをたくわえて鮫はかせになりたいです。 

 

星の林に月の船」      小四 川端杏奈 

 私は「星の林に月の船」という本を読みました。この本を選んだ理

由は、たまたま図書館でおもしろそうな本だと思ったし、俳句、短歌

が書かれている本を初めて見たからです。 

 この本は、いろいろな作者が作った俳句や短歌がまとまって一冊に

なった本です。私は俳句などが大好きです。なぜなら短い言葉で、ど

う思っているかやどんなことをしたのかを理解させてくれて、わから

ない文字もわかるように教えてくれて、最後がきれいに終わってすっ

きりするからです。 

 この本の中で一番心に残った和歌は、「雪のうちに 春はきにけり 

うぐいすのこおれる涙 今やとくらん」でした。この歌が心に刺さっ

たのは、意味を読んだ後でした。 

 その意味は、「冬の雪にまだ閉ざされているというのに、春はやっ

てきた。春を待ちのぞんでホーホケキョと鳴いていたうぐいすのこぼ

した涙も凍っていたけれど、今日はその涙もとけていってしまうだろ

うか」です。意味はとても感傷的でしたが、私にはうぐいすの涙はダ

イアモンド、鳴き声が雪の中できれいなバイオリン・ピアノなどの音

楽が風に流れているようで、かっこいい、きれいと思ったのです。 

 私はこの本を読んで思ったことは、一首一首作者の個性を表そうと

していると思いました。あと読んだことのない「万葉集」「古今和歌
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集」「新古今和歌集」など、数々の本から選ぶなんて簡単ではありま

せん。できても時間がたくさん必要です。なので選ばれた俳句たちは

とても良い俳句なのでしょう。短文でも、いろんな意味、感情がつ

まっているのでしょう。最後に思ったのは、絵をかいた方が読者は楽

ということでした。 

 俳句や和歌が人の個性を表していると思った理由は、たとえば「心

悲し」と言えば、ふつうに悲しいのじゃなくて、心にしみるほどつら

いと言うこと、だからその人は感情が豊かな人だと思ったからです。

二つ目に思った理由は「万葉」などの俳句はたくさんあり選ぶのは難

しいと思ったからです。三つ目は、人それぞれ言葉に対しての考え

方、思い方がちがったら、考えつくこともべつべつだから、百万人い

れば百万個の考えがあると言うことです。自分も文章を作っている時

は、自分がなったこと、されたことを書くと、なぜかとても大切なも

のになったことがあるからです。自分に置きかえて想像しようとした

のも、同じような体験をした覚えがあったからでした。最後に感じた

事は、読み方がわかっていても、そのものが何かわからない時、絵が

教えてくれたからでした。 

 私がこの本で学んだことは、俳句・和歌のおもしろさと、大昔に使

われた言葉使いでした。これからは、作文などにも少し学んだ事を生

かしてがんばってみようと思いました。 

 

「ぼくは、満員電車で原爆を浴びた」を読んで  小五 浅尾和華 

 私がこの本を選んだ理由は、歴史に興味があり、特に戦争について

知りたいと思ったからです。また、この本の主人公は、私と同じ五年

生だったのでより興味がわきました。 

 主人公鐡志は広島に住んでいて、戦争中に満員電車の中で母と二人

で原爆にあって、その後、どんな人生を送ったのかというお話です。 

 １９４５年８月６日、鐡志は広島市内から離れた疎開先から、広島

市内の実家に荷物を取りに母と二人で電車に乗って行きました。朝の

満員電車に乗っている時に、すごい光を浴びて、雷が一斉に百個ぐら

い落ちたかのようなすごい音が響き、その後周りがすごく静かになり

ました。周りを見たら、電車の窓ガラスが割れて、窓側にいた人たち

が見る間に血まみれになっていきました。奇跡的に鐡志とお母さんは

けがはなく、倒れている人を踏み越えるようにして電車の外へ出まし

た。 
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 そこから彼が疎開先にもどるまでは、まるで「生き地獄」の状況が

続きました。彼が見たのはビルが燃えていて、ビルの下敷きになって

いる人がいて、防火水槽に折り重なって死んでいる人。鐡志の前を歩

いていた人の背中にはぽつっと小さなしみが見え、そのしみはどんど

ん大きくなっていき、みるみるうちに燃え出していった。やがてその

人の髪の毛まで燃え移り、ようやく気付き防火水槽に飛び込んだ。ま

た違う人の背中には三角定規のようなガラスの破片が刺さっていて、

そこから血がすーぅとたれていた。 

 ようやく母と疎開先へ戻ってこられた時には、疲れ果てて眠ってし

まいました。次の日、起きるとまくらが真っ黒になっていて、ようく

見てみると、それは全部髪の毛でした。短い髪の毛が全部ぬけていた

のです。他にも、何かを食べるとすぐに吐いてしまい、高熱が続き、

ついには体の中の回虫までもが出てくる状態でした。 

 それから一か月後、母が全身むらさき色になって歯ぐきから血を流

して死んでしまいました。鐡志は自分が死んでもおかしくないと思い

ました。でも、ある日、奇跡的に熱が下がり、元気になって学校へも

行けるようになりました。しかし、学校では坊主頭のことをからかわ

れたり、いじめられたりしていました。 

 年月が過ぎ、鐡志が知ったのは、１キロ以内で原爆にあって生き

残った人はたったの１０人程度だったということを知りました。 

 戦争だけではなく、苦しい事、悲しい事を体験すると、人はあまり

にもつらくて語りたくないし、思い出したくもないです。でも、鐡志

さんはこの気持ちが伝わってほしいと本を書きました。 

 私は、この本を読んで、原爆がこんなにも恐ろしい物だと知りまし

た。原爆には放射能が入っていて、それを浴びるとほとんどの人が

「がん」になる事も知りました。もし、私が鐡志の立場だったら、も

うあきらめかけて死んでいると思います。 

 

             中二    尹 真 雅 

「火垂るの墓」。誰もが一度は聞いたことがあるだろう。この夏休み

という長い休暇に改めてじっくり読んでみた。 

 これは兄である 14歳の少年、清太と妹である４歳の少女、節子が生き

ていた過去を振り返る物語。昭和 20年９月 21日、清太は三ノ宮駅構内

で衰弱死した。清太はその時ドロップ缶を持っていた。その中には節子
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の小さな骨片が入っていた。地面に落ちた缶からこぼれた遺骨のまわり

に蛍が飛び交う。 

 時は太平洋戦争末期、兵庫県に住んでいた清太と節子は、昭和 20年６

月５日の神戸大空襲で母も家も失い、西宮市の親戚の家に住むことにな

る。最初のうちは順調な共同生活だった。だが、戦争が進むにつれて、

自分の子供にだけ食べさせたり、二人を「疫病神」と呼んだり、「横穴

に住んどったらええわ。」など酷い言葉を浴びせ続ける意地悪な叔母と

の関係は悪化していった。とうとう堪忍袋の緒が切れ、清太は節子を連

れて家を出て、池の近くの防空壕で暮らし始める。 

 自由な生活を手に入れたと思ったが、清太はそれからもっと厳しい現

実を見ることになる。清太はまだ中学生。十分な食料を手に入れること

はできなかった。食料は底をつき、節子は徐々に栄養失調で弱っていっ

た。清太は畑から野菜を盗んだり、空襲で無人となった人家から火事場

泥棒したりして、なんとか飢えをしのいでいた。しかし、ある日、清太

は川辺で倒れている節子を発見した。病院に連れて行くも、医者に「滋

養をつけるしかない。」と言われる。銀行から残りの貯金を下ろして、

節子に美味しいものを食べさせてあげようとする。清太は銀行で、日本

が降伏して戦争が終わったことと父が所属する連合艦隊も壊滅したこ

とを知り、ショックを受ける。節子に食べ物を食べさせようとするもの

の手遅れで、終戦から７日後の８月 22日に二度と目を覚まさなかった。

節子を荼毘に付した後、清太は防空壕を去る。その清太もまた栄養失調

に侵されており、身寄りもないために、三ノ宮駅に寝起きする戦争孤児

の１人として衰弱死した。物語の冒頭、霊となった清太と節子は再会し、

自分たちが生きていた頃を思い出して見つめている。それから二年は成

仏せずに迷い続けた。 

 私は、この本を読んで、胸がはち切れそうになった。何回も読んでい

るし、何回もテレビアニメ版でも見ているが、毎回号泣してしまう。な

ぜあんなに幼い少女と、私と同じ歳の少年が、こんなにも辛くて苦しい

思いをしなければならなかったのか。なぜあそこまで多くの人が亡くな

り、大けがをしなければならなかったのか。平穏な日々を、全てあの「戦

争」という恐ろしくて残酷な戦いのせいで壊された。子供も大人も動物

も、老若男女を問わず殺し殺され、お互い傷つけ合う。誰も得すること

のない戦争なんてなくなればいい。ただの殺し合いなんてしなければい

い。みんな国籍や性別が違うだけで同じ人間。平和に、仲良くすればい

い。いざこざや意見の食い違いがあれば、話し合いをして解決すればい

い。わざわざ戦争をして、殺し合いする必要なんかない。私はそう思う。 
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 私がこの戦争をしている地にいたら。もし私の住んでいる所が大空襲

にみまわれたら。私ならどうするだろう。多分、どうすることもできな

いだろう。すぐ死ぬかもしれない。生き延びても、生きる気力をなくし

て、自殺しているかもしれない。私ならきっと節子や清太みたいに強く

生きられない。まだ幼いのに本当にすごいと思う。 

 今、この時代、戦争は少なくなった。でも、まだ続いている国もあ

る。未だに苦しんでいる人がたくさんいる。私たちが笑っている裏で

殺されている人がいる。早く戦争がなくなって、苦しむ人達が１人で

も少なくなればいいのに。本当に心からそう思う。是非、たくさんの

人にこの本を読んでもらって、戦争の残酷さを知ってほしい。命の大

切さが知れると思う。 
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     夏休みの思い出     小六 浅香天音 

 七月二十九日、家族といとこと一緒にに私は和歌山の古座川に行き

ました。 

 その日、私たちは朝早くに家を出て、二つの車で遊びに行きまし

た。片道で約三時間で十時ごろに着きました。そして私たちはすぐに

水着にきがえて、「川坊主」というダッキーの乗り方を教えてくれる

人と川をくだりました。ダッキーに乗る前、私たちは先に川にいる魚

やエビをつかまえました。初めはとてもむずかしかったのですが、だ

んだんなれてきて楽しかったです。 

 そしていよいよダッキーに乗りこみました。私は以前に一回乗った

ことがあったので、ちゃんとこげました。そしてほかのダッキーに

乗っている姉たちと水鉄砲で打ち合いました。ずぶぬれになってしま

いました。その川の水はきれいですきとおっていました。その後ゴー

ル地点まであと半分という所で全員のダッキーを逆さまにして円形に

してつなげて、そのうえで走りまわりました。途中、姉が私の手をつ

かんで一緒におちました。とても鼻がいたかったです。 

 そして、残りの半分の距離を下り、川で遊ぶ時間はなくなってしま

いました。 

 私はその日、とても楽しかったです。帰りに柚もなかを買って帰り

ました。また行けたらいいなと思っています。 

 

    夏休みの思い出         中一 長谷川圓佳 

 八月十一日～八月十八日まで、家族とオーストラリアへ旅行に行き

ました。 

 その七日間で印象に残っていることが二つあります。一つ目は、ク

ジラを見に行ったことです。一つ目は、クジラを見に行ったことで

す。十六日の朝九時ぐらいに出発し、クジラを見るために乗る船があ

るところまで行きました。着くと、人がいっぱいいて、長い列が出き

ていました。船の上のほうに乗りました。クジラが潮を吹いてるとこ

ろを何回も見ました。船のすぐそばまで来たクジラもいました。め

ちゃ大きかったです。いっぱい写真をとりました。二つ目は、コアラ

を抱っこしたことです。十七日にパラダイスカントリーという所に行

きました。いろんなショーを見ました。例えば、羊の毛を刈るショー

やムチを使うショーとか見ました。コアラを抱っこ出来るところに行
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くと、すごい人がいました。だから、先にコアラとカンガルーを見に

行きました。コアラが動いてました。見終わったあと、コアラを抱っ

こ出来るところに行くと、すいてました。チケットを買って列に並び

ました。自分の番が来ました。最初は怖かったけど、全然大丈夫でし

た。写真も撮ってもらいました。楽しかったです。 

 今回の旅行は、楽しかったです。初めてクジラを生で見て、初めて

コアラを抱っこ出来て楽しかったです。 

 

夏休みの思い出         中二 刁 宇 鴻 

 今回の夏休みに、私は中国に帰りました。私の故郷は大連です。大連

は中国の遼東半島の南部に位置しています。周りは海に囲まれている、

とても美しい都市です。 

 夏休みの初めの日に、私は大連に着きました。空港から出ると、どこ

も非常に懐かしく見えました。 

 その次の日、私は友達と一緒に出かけました。私たちはいろいろなと

ころへ行きました。星海広場は阿品で一番広い広場です。そこには百年

以上昔の古い彫像があります。彫像は巨大な開いた本のようです。両端

の坂は急ではないが、少し滑りやすいです。たくさんの人が両手と両足

に力を入れて登っていったけれど、半分ぐらい登っては、滑ってしまい

ました。私は何度も登ったことがありますが、ついに頂上に登りました。

そこで、青くてきれいな海とたくさんの白い帆掛け船を見ました。景色

はとてもよかったです。 

 その後、私たちは星海広場の遊園地へ行きました。そこには楽しく遊

べるものがたくさんあります。ジェットコースター、海賊船やお化け物

屋敷など、いろいろなおもしろいアトラクションがあります。私たちは

お化け物屋敷に入りました。そこはとても怖くて、本当にびっくりしま

した。星海広場は私が夏休みに行った中で、一番印象が深い所でした。 

 今回の夏休みは本当に楽しかったです。時間があればもう一度大連に

帰りたいです。 

 

     私の好きな風景      中三 徐 穎 珈 

 私の好きな風景と聞いて真っ先に思い浮かんだのは、私の家のマン

ションの屋上です。そこから見る風景はもう最高です。 
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 冬の朝に行けば、まだ日は完全に昇っておらず、うすいピンクや水

色が混ざってとても綺麗です。オレンジ色が生駒山の緑となじんで、

見ていると穏やかな気分になります。 

 冬の夕方に行くと、太陽はもう沈む時です。オレンジ色に染まった

空と白い雲がすばらしい組み合わせです。真っ赤な太陽が沈んで、と

ても寒い夜になると、隣のマンションには光が無数に輝き、夜空を見

上げると、星が一つ、二つと見えてきて、とても優雅な気分になりま

す。 

 夏の朝、もう太陽がすっかり昇り、暑い朝の始まりです。屋上から

見上げると、眩しい太陽がいつも私を目覚めさせてくれます。そし

て、今日もあつい一日になりそうだ！と元気になります。 

 夏の夕方に行くと、もう太陽は半分以上沈んでしまって、生駒山は

ちょっとオレンジで、上の空はほんの少し暗めの青になってきて、空

は本当に広いんだなあと実感します。一日の疲れもとんでいくようで

す。 

 春と秋は空を見るのではなく、山を見ます。 

 春の生駒山はところどころ桜が咲いて、ピンク色になります。 

「寒い冬が過ぎ去って、今年も暖かい春が来るんだ。家族とお花見に

行きたいなあ。」 

とワクワクしながら見るのがとても楽しいです。 

 秋の生駒山はオレンジ色に染まってとても綺麗です。 

「今年も暑い夏が終わって、涼しい秋が来た。！」 

私は秋が大好きなので、オレンジに染まった生駒山を見ると、とても

嬉しくなります。京都へ紅葉狩りだ！と。 

 私はマンションから見る景色が大好きです。放課後家に帰る前に

行って空を見上げていると、心が落ち着きます。家に帰って怒られて

も、明日は頑張ろうという気持ちになります。いやなことがあった時

や気分が悪い時も、そこへ行って遠くを眺めたり、広い広い空を見て

いると、私の心まで広くなるような気がします。気分もスッキリする

し、前向きにもなれます。私は屋上から見る景色が大好きです。  
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幼班作品－看月亮 

施添欣 

松浦ゆう 

何希曈 

山下莉子 
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王騰彬 

大澤美佳 

孫禕璠 

陳律璇 

唐梓凌 

唐梓齊 

尾﨑ナタリア 

橫田穣士 

川崎未來 
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鄭 至 宏 

王 騰 彬 

小一提早寫作 

翁 俊 馨 

施 添 驕 孫 悠 翔 
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小一提早寫作 

米田陽紀 楊 欣 苒 

李 宗 俊 蔡 明 曄 
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小二提早寫作 

伊佐淳希 山口哲平太 

小西日和 津島航海 
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于 明 見 

小二提早寫作 

ㄐ 
一

柳 月 

奧原蓉子 
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小一日文提早寫作 

新原海誠 

安倉吉秋 

浅尾恒治 
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小一日文提早寫作 

宮崎杏汐 

宮崎禾帆 

関谷翔麒 

ㄐ 
一

政木彩希 


