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第一學期教學參觀、班級懇談會、家長大會

第一學期期中隨堂考試

全校美術比賽

消防訓練

更換夏季制服

慶祝六十六週年校慶暨園遊會

補假

全校作業檢查

全校中文作文比賽

端午節

台北教育大學師生來校指導游泳訓練

小四～中三夏季宿營 ( 琵琶湖青少年之家 )

下午停課開始、三者懇談

第一學期結業典禮

暑假開始

暑期輔導

六月

五月

七月

$$$$$$$
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◇義捐消息◇ K

消　　　息
⑴

⑵

2012 學年度開學典禮寄付金

������大阪中華總會�二十七萬�

      中�春秋堂�����������二萬�

家長會贈送中三修學旅行贊助金��三萬�

校醫張秋雄先生���������二萬五千�

���������������＜在此深表感謝＞

⑴

⑵
⑶

2012 年度學生人數至五月二十五日為止，幼稚班 27 名，小一 28 名，小

二 32 名，小三 36 名，小四 22 名，小五 35 名，小六 31 名，中一 13 名，

中二 16 名，中三 17 名，共 257 名。

為解決校舍耐震不足問題，

學校於春假期間完成了校

舍耐震補強工程，加強校

園安全，使師生教育活動

安全受到保障。

校舍耐震補強工程



2

���六月十日（星期日）本校為慶祝第六十六週年校

慶，於當天舉行園遊會活動。從上午十時三十分到

下午三時在各班教室舉辦的小吃攤位，�歡迎大家品

嘗家鄉風味小吃。

６月 10日校慶バザー

◆ 2012 年度高校進學狀況◆

�學生姓名

尾塩理紗
中 島　 藍
北川祐傑
李  皓 智
速水夏奈
竹 內  櫻
田口仁美
川端祐貴
鄭  点 点
中村孝平
古川美加
川村慧美
岩谷采音
安  海 蒂
松 井   愛
程  玫 綾
李  佳 男
黃  翊 銜
陳  登 元
王       淳
姜  佳 秀

         考取私立高校名稱
四條畷学園高等学校（総合コース）
大阪夕陽丘学園高校（特進 II コース )
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 )
オーストラリア留学
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）
大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
金光藤蔭高校（進学コース )
清明学院高校（文理特進コース )

大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）

大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
大阪夕陽丘学園高校（英語国際コース）
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）
上宮高校（プレップコース )

������考取公立高校名稱

大阪市立南高校（国語科）
大阪府立扇町総合高校（総合学科）

大阪府立大塚高校（普通科）
大阪市立難波中学校３年編入
大阪市南高校（英語科）
東大阪市立日新高校（英語科）
大阪府立布施北高校（普通科）
大阪府立旭高校（普通科）
大阪府立長吉高校（普通科単位制）

大阪府立住吉高校（国際文化科）

大阪府立三国丘高校（文理学科）
大阪府立四條畷高校（普通科）

大阪府立長吉高校（普通科単位制）
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2011 學年度開學典禮2012 學年度開學典禮

������������������������校長���陳雪霞

抱持初發心��迎向真善美� 

 ─新學年感言─

����欣逢中華民國一百零一學年度開學之際，首先謹代表全體教職員，向本校

中學部第六十三屆、小學部第六十六屆、幼稚班第四十六屆的新生及全體同

學和家長們道個「恭喜」，祝福大家都能把握這美好的開端，抱著新希望，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，就要計畫，� 確定學習目標，掌握學習方法，勤勉

精進，日積月累，自然就有豐碩的成果。

本校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，熱心僑教之教師加入教學團隊，師生共同努力，務求為僑
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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

說一口流利的中國話”列入新學年的學習計畫中，因為學好“中國話”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，希望同學們多體會，不要怕難，難能可貴，只要下定決心，

持續不斷的去努力，就會愈學愈有趣，愈來愈進步。� 相信大家只要抱持著赤

誠的初發心，努力不懈，有始有終，必能達到真善美的最高境界。��

��在這裡還要寄語所有新生的家長們「快樂的學校生活，才是學習的第一步」，

讓我們先幫著孩子喜歡學校，� 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，共同努力，把孩子們個個都培育成未來社會的

棟樑。�

� � 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。並向台北駐大阪經濟文化辦事處及

理事會的所有長官，致以最高的敬意與謝意，感謝大家的守護與奉獻，感謝

家長會的協力與配合，我們全體專、兼任老師都將本著最高的教育熱忱，盡

最大的努力，為下一代的教育來服務奉獻。謝謝大家 !
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校友

  園地

・第 12届（1962 年卒業）　クラス幹事　　 　胡明信
・第 21届（1971 年卒業）　クラス連絡係        王孝壽
・第 28届（1978 年卒業）　クラス幹事　    　ト永和
・第 35届（1985 年卒業）　クラス連絡係    　李明聰
・第 37届（1987 年卒業）　クラス連絡係    　楊知美
・第 40届（1990 年卒業）   クラス連絡係　 　林学謙
・第 42届（1992 年卒業）　クラス連絡係    　楊秋芬
・第 43届（1993 年卒業）　クラス連絡係    　洪政煉
・第 44届（1994 年卒業）   クラス連絡係　 　李佑靉
・第 49届（1999 年卒業）   クラス連絡係　 　陳穎群

★各届のクラスの幹事、連絡係の方、ご連絡ください。        ト永和

★大阪中華学校校友会（ob会）Facebook ページを開設しました。

　大阪中華学校卒業生専用のページとなります。中学部、小学部問わ
ずに、 すべての校友が入会可能です。校友の皆様、是非活用してくだ
さい。　　                                                                             陳穎群

クラス幹事、連絡係の方

2012 年度全體教職員合影
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一百零一學年度家長大會

孫會長會務報告

����五月十九日教學參

觀 及 班 級 交 流 會 後，

於學生活動中心三樓

國華堂舉行了 101 學

年度家長大會。會長

孫建綱先生報告新年

度的努力方向，多位

家長也提出寶貴意見，

作為學校改進的參考，

大會於十二點十分圓

滿結束。

家長

 園地

家長大會

������尾塩華珍女士多年來

協助家長會熱心參與活動

獲頒感謝狀。�

班級懇談��小一

温
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101學年度家長委員名單

����本學年度共有家長委員四十位。會長為孫建綱，副會長為彭文妃、

�口麻衣子、青木沙織。

班級 家長姓名 職務 班級 家長姓名 職務

幼稚班 王����琴 小五 井上純慧

青木沙織 副会長 彭�文�妃 副会長（出納）

津田美香 吉田久美子

竹中ゆかり 西田淑英

小一 阪本芽依 陳�麗�淑

岡田智子 小六 藤井詳子 会計

韓�連�京 古川悅子 書記

曹�圭�英 竹﨑りざ
小二 陳�詩�敏 陳�秋�燕

孫�建�綱 会長 中一 尤�鴻�洋

芳賀智子 唐����萍 書記

韓�宗�霖 久保田銘君

小三 邵�絮�湘 三原百合

岸部彩雯 中二 岩﨑真美

徐�麗�紅 楊�惠�茵

張����珺 書記 林�美�紀 会計

小四 華原典子 簡�韶�伶 会計

古川愛嬌 中三 佐藤美桂

坂口麻衣子 副会長 平野知子

奧田��望

張�淑�麗

;;;;;;;;;
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   各班級教室布置

小三 小四

幼稚班 1 幼稚班 2

小一 小二
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中二 中三

小五 1 小五 2

小六 中一

   各班級教室布置



����修學旅行開始了，一大早，大家在機場集合，幸好沒有一個同學遲到。在飛機上

有的同學興奮的快瘋了，有的昨夜期待的沒睡好，有的暈車到快要不行了。因此，

撐了三個小時終於到台灣了。

����到了台灣，我們才有修學旅行的實際感覺，我們先從桃園車站坐新幹線到台中，

大概坐了半小時，然後，坐遊覽車到台中有名的大學「逢甲大學」，在大門前大家一

起拍紀念照。然後聽導遊說明，分組逛台中市內，買東西，吃東西，有的人買衣服，

有的人買當地限定的飲料等等。

����天黑了，該逛的都逛了，大家肚子都餓扁了，因此，導遊帶大家去吃台中有名的

客家料理，大家都對第一次吃的客家料理有一點不太能接受的樣子，客家料理比一

般台灣料理的味道還獨特。吃完晚餐後，在飯店附近走走，就回去休息了。

����第二天早上天氣好熱。一早吃完早餐，我們就坐上巴士前往日月潭，那裡很寧靜，

風景很美，在散步道上感覺很舒服。接下來導遊帶大家到了一座寺廟，大家在那裡

祈願高中能順利考上。然後就去了新竹科學園區，那裡有介紹許多 IC 晶片和 LED

等等，讓我們重新知道了關於台灣的高科技。

����晚上到了台北 101 大樓，那

裡的電梯好快，只要 37 秒就能

抵達 89 樓，乘坐的時候耳朵很

痛。從展望台上面往下看，台

北的夜景，閃閃發光的，非常

漂亮。這天走了很多路，好累！

但是同時也學習了好多，讓我

們更了解關於台灣的一切，所

以覺得很有收穫。

����第三天，我們一早七點就

起床了，趕快吃早餐，是自助

餐，有各式各樣的料理。吃完

後，八點半坐巴士出發去故宮

博物院，在那裡從各國來參觀的觀光客很多。裡面展示了很多古文物，大家看得目

不暇給，因為人太多了，所以參觀每一項文物都要排隊，真的是寸步難行。其中讓

我印象深刻的是一塊像滷肉的玉石和超像白菜的翠玉。我們看完後，坐巴士去吃蒙

古烤肉，很好吃！有很多不同的生食和熟食，大家吃得很高興。之後，去九份觀光，

那裡的風景很純樸，就像風景畫上的景緻一樣，我們悠閒的逛商店街，大家談談笑笑，

好不快樂。

學 生
 園 地

10

中三畢業旅行－台灣之旅
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晚飯後，到了有名的士林觀光夜市，那裡有很多商店，吃的和用的，琳瑯滿目，大

家滿載而歸，這樣又渡過快樂得了一天！

����第四天，一大早就開始下雨，很不方便。第�一個出發地是中正紀念堂，我們看

了很多關於蔣介石的介紹及文物。十一點的時候，參觀衛兵的交接儀式，表演有十

分鐘左右，我覺得他們很了不起，動作整齊畫一，贏得了大家的掌聲。看完後去金

品餐廳吃飯，我們吃了各式各樣的小籠包，我覺得這餐的飯最好吃。

����吃完後，就去機場搭飛機，四天的旅行，感覺一下就結束了，雖然依依不捨，還

是得踏上歸途。

����這次的修學旅行和自己家人去的時候感覺完全不一樣，和朋友一起去玩更開心，

希望下次還有機會和大家一起去。

　　　　　　　　　修学旅行　　　　　　　　中三　姜　尚潤
　もう修学旅行だと早く感じ、もう修学旅行が終わるのかと実感したのも早かっ
た。それは修学旅行の前日だった。やっと修学旅行だ。四日間全力で楽しむぞ。
四日間の修学旅行は凄く楽
しかった。四日間じゃ足りな
い程だった。修学旅行で楽し
かったのはショッピングだ。
いろんなお店を回りいろいろ
な物を買った。先生がおごっ
てくださったミルクティー
は最高に旨かった。正直言う
と台湾での料理は口に合わな
かった。おかげで痩せた。そ
して修学旅行が終わって切実
に感じた事があった。後一年
足らずでこのクラスとお別れ
だなんて凄く悲しい。後五年あっても足りない程クラスが好きだと言う事に気づ
いた。今までどうして気づけなかったんだろう。これからクラスの人に優しくし
よう。そんな事まで思ってしまう程だ。多分気づかなかったんではなく、気づき
たくなかったんだと思う。でも気づいてしまった。三年とは早いものだ。そして
学校とは喜びと悲しみを与える所だと。別れの時僕はどんな顔をすればいいのか
よく分からない。お別れの時の自分なんて考えたくない。学校なんてやっぱり酷
い所だ。別れを考えるだけでこんなに胸が苦しくなるぐらいなら、学校なんて消
えてしまえばいいなんて思ってしまう子供みたいな考えまで出てくる。人は悲し
みや苦しみを乗り越えて成長するとよく聞く。でも、人が成長せざるをえない程
の悲しみや苦しみは言葉では伝える事ができない程辛いものだと僕は思う。小学



校の時の卒業式はあまり深く考えていなかった。卒業してもまた会える。また楽
しく遊べる。そう思っていたのだ。でもそれは違った。皆自分の学校生活があっ
た。遊びたい時に遊ぶ、会いたい時に会う。実に甘い考え方だ。今となっては小
学校の時の友達の顔を思い出せるのはほんの数人だ。記憶とは怖いものだと思っ
た。昔楽しかった小学校六年間の記憶なんてとうに飛んでしまっている。なんて
悲しい事だろう。僕の脳みそはいらない記憶だと認識してしまったみたいだ。こ
んな中途半端に記憶がなくなっていくのなら、このさいもう小学校の時の記憶な
んて全て消えてしまってほしい。悲しみに浸る時はいつもこうだ。でも正直自分
ではこんな情けなくて哀れで惨めな自分は嫌いじゃない。なぜ嫌いじゃないかは
まだ答えが出ていない。こんな考え方は良くないとは思っている。だから僕は今
を楽しもうと思う。本当に大切なものは何か、また楽しい事は簡単には気づかな
いという事が嫌でも分かってしまった修学旅行だった。

����������������������春季遠足����小三���

（一）則武政良

����今天，我和老師和同學一起去長居

公園遠足。

����到了長居公園，我們先去看恐龍的

成長，裡面有恐龍的骨頭，還有恐龍

的機器，這些恐龍很可怕。

����然後，我們就吃中餐，吃完了以後，

我們去玩盪鞦韆，溜滑梯，還有單槓，

我們玩得很快樂。

����下次還想去長居公園遠足。

（二）岸部智榮

����四月二十七日全校去長居公園遠足。

我們先坐電車去公園，在電車裡我覺

得很無聊。

����到了長居公園後，看見公園好大好

寬。我們先欣賞四周的花草，看恐龍

博物館。過橋時我看見烏龜和鮎魚，我

不知道烏龜的眼睛為什麼是紅色的？

接著我們一邊吃著便當，一邊看著河

川，河裡有白鵝，我好驚訝，我拿出

春�季�遠�足
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手機拍照，很快樂 !

�����下次我還想去長居公園看白鵝。

�������������������������春季遠足����小四���雷千尋

����今天，老師帶我們去長居公園玩。我們搭著電車，同學們特別興奮。老師說：「不

要大聲喧嘩，東張西望。」不一會兒就到了長居公園。

����長居公園草木葱鬱，鳥語花

香。一走進恐龍博物館，看見

了很多恐龍化石在我的眼前，

好像歡迎我們的到來，還有恐

龍模型，牠們都會動，栩栩如

生。霸王龍特別龐大，是肉食

動物，看起來兇性殘暴。三角

龍是草食動物，牠的鼻子和頭

的兩部分好像插了三把銳利的

寶劍，性格卻特別溫馴可愛。

富龍傑龍，牠也是草食動物，

牠的身體是綠色的，而且還有

很長的管，眼睛像閃耀的藍寶石，發出銳利的光芒。我把恐龍習性抄了下來。我還

知道恐龍為什麼突然滅絕了，有很多種說法：小行星撞擊、火山爆發、氣溫下降等。

接著我們來到植物園，我看到了全身是刺的仙人掌，五顏六色的毒蘑菇和葉子像鋸

齒一樣的蘆薈。

����之後，我跟岸部智美、川原美羽和內田麻亞一起吃了美味可口的便當，大飽口福。

在這片草地上，開滿了五彩繽紛的野花，香氣撲鼻。我發現了很大的荷花池，那裡

有很多烏龜、鯉魚，還有野鴨，我拿一點碎餅乾餵牠們，牠們都吃得津津有味，我

玩得很開心。

����這次遠足讓我感受到大自然裡春天的氣息，還知道了關於恐龍的知識。

��������������������������春季遠足 - 恐龍展觀後感������小五

（一 ) 湯悠

����這已是我第二次參觀長居公園自然博物館了。上一次是和媽媽一起來的，太值得

了，要看的東西實在太多了，時間根本不夠用，媽媽幫我把大多數的標本都拍了下來，

讓我可以在電腦上慢慢的欣賞研究。這次學校帶我們全校又來參觀恐龍展，太合我

的心意了，我利用這次時間又一遍一遍的認認真真觀賞了我最喜歡的恐龍世界。

（二）吉田珠理

����我們去了大阪市立自然史博物館參觀有關恐龍成長和恐龍化石的展覽。一進館內
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就看到霸王龍、後頭龍和

始三角龍的超大模型，其

中最有印象的是，在吃始

三角龍的霸王龍，舞動著

龐大的身軀，�很恐怖。還

有在咬骨頭的始三角龍，

咬斷骨頭的聲音很大，真

是嚇人！雖然可怕，但是

忍不住還想再看一遍。

（三）周凌鋒

����到了長居公園，我們先

去參觀恐龍展。先看到的是三角龍，牠是白堊紀晚期的草食性恐龍，頭上有二隻尖

長角，還有一隻角是從鼻後伸出的，較短而後重。再來看到的是後頭龍，牠也是白

堊紀晚期的草食性恐龍，牠的頭部周圍和鼻子尖上都佈滿了骨質小瘤。接著就是最

可怕的霸王龍，牠是白堊紀晚期的肉食性恐龍，牠的兩條後腿十分有力，牠一共有

60 顆牙，是最大的食肉恐龍之一。這次的恐龍展真是讓我大開眼界。

　　　　　         　遠足　　　　小一　新木　仁子
　きょうりゅうが、おおきくて、びっくりしたけど、たのしくて、みんながびっ
くりしているかおが、おもしろくて、げんきがでました。また、おべんとうでお
やつこうかんしてたのしかったです。ちかくのいけでこいやかめもみました。

　　　　　　　　遠足の思いで　　　　小二　新井野　杏里
　4月 27日、わたしは、長い
公園に行きました。たのしかっ
たことは、公園で、大きなすべ
り台をすべったことです。
　おもしろかったのは、きょう
りゅうはくぶつかんで、きょう
りゅうのロボットがわたしに向
かってほえてきたことです。
　もう一つは、おべんとうのと
きです。チームでしゃべったり
お弁当をたべたりおかしをこう
かんしたりしました。
　うれしかったのは、電車で中学校の子とお話をしたことです。



　　　　　　　　遠足　　　　小三　金　明実
　四月二十七日金よう日に長居公園へ遠足に行きました。みんなで電車に乗り、
長居公園駅でおりて公園の中にあるきょうりゅう博物館まで広い公園の中を歩い
ていきました。中に入ると大きなトリケラトプスがいて、びっくりしました。ティ
ラノサウルスもいて、ティラノサウルスがトリケラトプスをたべているところも
みました。
　すごくおそろしくて、こわかったです。きょうりゅう館を出て、みんなで、広
いしばふの上でお弁当やおやつをたべました。みんなでたべるととてもおいしかっ
たです。
　それから、しばふの上をはだしで走りまわりすごくきもちよかったです。天気
がよくていっぱいあそべて、本当に楽しい遠足でした。

　　　　　　　　遠足　　　　小四　内田　マイア
　四月二十七日は、春の遠足でした。私は、うれしいので、どきどきしていました。
電車に乗って長居公園についたらお花とか色々ありました。博物館に入ると、い
ろんな恐竜がいました。一つめ見たのは、トリケラトプス・ホリダスでした。ト
リケラトプスは陸上で生活をしています。二つめは、カモノハシを見ました。カ
モノハシは、子どもがおりまし
た。その子どもの名前は、ヒパ
クロサウルス。世界一最大なの
は、ティラノサウルスで、ティ
ラノサウルスの骨を見たとき
すごく大きくてびっくりしまし
た。トリケラトプスのロボット
もありました。それから、カモ
ノハシと、子どものロボットと、
ティラノサウルスが、トリケラ
トプスのころしているところを
見ました。とてもこわかったです。近づいてくるのも、こわかったです。
　次はずっと歩いていくと、こいのぼりが見えました。それで、木の下でお昼ご
はんを食べました。おかあさんが、作ってくれたおかずとごはんは、とてもおい
しかったです。ごはんを食べおわってからおかしを食べて、それから大池を一周
走りました。私は、つかれました。でも、走るのは健康によいと思います。
　また、ずっと歩いて行くと、公園がありました。先生があそんでもいいよと言
いました。でも、私は、つかれたので、石の上に座って休憩しました。それから、やっ
と、帰る時間がきたので、私は、ほっとしました。なぜかと言うと家に帰ってゆっ
くりできるからです。楽しい一日でした。
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　　　　　　　　遠足　　　　              小五　余　星
　４月２７日、金曜日、学校で、遠足がありました。場所は長居公園です。電車
でむかいます。
　長居公園についた時、最初は恐竜博物館に行きました。ティラノサウルスやト
リケラトプスが動いててものすごく迫力がありました。
　次は長居植物園です。中にはたくさんのお花があって色とりどりでものすごく
キレイでした。私たちはそこでご飯を食べる事にしてシートをひらきご飯を食べ
はじめました。私は一緒に食べている人の中で一番先に食べおわりました。そして、
おかしを取り出して先生や友だちに分けあいっこしました。
　次に自由行動がありました。そこで小五のみんなは、ある広いあきちで男子は
野球をしたり、女子はなわとびやおばけやしきをやりました。ものすごく楽しかっ
たです。
　自由行動が終わり、楽しいひとときが終わり、遠足はもう終わりです。その前
に私達は小五のクラス全員で記念写真をとりました。みんなニッコリ笑顔でよく
とれたと思います。
　遠足が終わり、帰る時、私は妹をつれて帰りました。私はまた、あのステキな
長居公園に行きたいと思います。なぜかというと、長居公園には、今回の遠足で行っ
た、たくさんの思い出がつまっているからです。

　　　　　　　　春の遠足　　　　　　　小六　楊凛香
　四月二十七日、小学六年生最初の遠足として長居公園に行ってきました。
五年生のときも行ったことはあるのですが、今は六年生のみんなと行くの
で、とても楽しかったです。
　いつも通りの時間で学校に着き、ひと通り友達と話した後、運動場で集
合、先生達の説明を聞いた後、出発します。今回はバスではなく電車なの
でちょっと残念です。
　目的地に着いてさっそく恐竜展を見に行きました。リアルでおもしろかっ
たです。次は何をするのかなっと思ったら、もう昼ご飯です。十一時半で
食べ始め、おかしの交換などをして十二時半。レジャーシートなどを片付
けて、自然公園をぐるっと周った後、広場に行きました。男子達は遊びに
行き、女子達はほぼ昼寝をしていました。ちなみに私は読書をしていました。
でも、もう帰る時間が来たときは悲しかったです。
　この日は、とても印象深くて楽しく、おもしろい日でした。いつかまた行っ
てみたいです。
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　　　　　　長居公園へ行って・・・　　　　中二　坂東　妃美佳
　私は中学二年生になって初の遠足へ行きました。四月の終わり頃、場所は長居
公園です。今年の遠足は去年やおととしとは異なっていました。
　小学一年生の世話をすることになったり、毎年観光バスで行っていたのに、今
年は地下鉄を利用して目的地へ行くことになったりしたのです。もちろん、長居
公園は、そんなに遠くもなく、学校からたった十五分で着いてしまうような場所
です。先生に、「何でこんなに近所なんですか？」と聞くと、「遠ければいいって
ものでもない。広い公園だから、
十分遊べる。」そう返事が返って
きました。最初は、がっかりし
た気分でしたが、当日行ってみ
るとまんざらでもなかったので
す。小学一年生という後輩の面
倒を見ながら、その相手をした
りしていて、当初は面倒くさい
と思っていました。しかし、い
ざ面倒を見ていると、案外、楽
しかったのです。ものは実践し
てみるものだなと、後輩達に思い知らされた一日でもありました。
　自分が小学一年生の時に、先輩から面倒を見てもらっていた頃は、先輩もこん
な気持ちだったのかなあ。そう思います。あの時、先生が私におっしゃた言葉は、
今でも私の心の中に残っています。

�����������������������������������吃西瓜�������小二

（一）郭宇辰

����去年夏天我到外公外婆家過

暑假，外公買了我最喜歡吃的

西瓜。

����下午，我和外公游泳完回

到家，外婆大聲說：「吃西瓜

了！」外婆用刀切西瓜時，就

聽見「啪」的一聲，西瓜裂成

兩半，鮮紅的西瓜汁流出來了，

於是我迫不及待大口大口的吃

這又甜又香的西瓜。

����一會兒我的嘴邊就沾滿了紅色的西瓜汁，媽媽哈哈大笑說：「你可真像個小饞貓。」



（二）道上百惠

����今天是妹妹的生日，所以媽

媽買了一個蛋糕給妹妹慶祝生

日。但是，哥哥還沒有決定送給

妹妹的禮物，他想到了妹妹最愛

吃西瓜，就出去買了一個又圓又

大的西瓜回家，他們一起高高興

興吃西瓜。妹妹說：「這個西瓜

好甜很好吃，謝謝哥哥。」

（三）尹真雅

����有一天，天氣很熱，所以媽

媽買了又圓又大的大西瓜，我好

高興。大聲說：「這個西瓜很好

吃！」媽媽聽了很高興，所以又

買了一顆又圓又大的西瓜回來，

我和哥哥都好高興的對媽媽說：

「謝謝媽媽！」媽媽說：「不客氣，

兩個西瓜都很好吃吧！」

（四）長澤唯

����一個很熱的夏天，我和哥哥

一起去市場買了一個又圓又大的

西瓜。回到家裡，切開西瓜，紅

紅的西瓜果肉讓我忍不住咬了一

口，好甜喔！真是太好吃了！一

定要讓爸爸媽媽和外婆也一起來

吃這個又圓又大又甜的西瓜。

����我愛夏天，因為可以吃到又圓

又大的西瓜。

（五）李柏達

����有一天，我和姊姊去爬山。

太陽公公向我們招手，路邊的大

樹，還有樹上的甲蟲正對著我們

微笑。我們越走越累，正好看見

路邊在賣西瓜，我們就跑過去，
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買了一顆又圓又大的西瓜，我們吃了一大口，覺得很好吃，一會兒就吃光了。

����今天真是快樂的一天！

����

�������������������新學年新目標����小六��秋田小梅

����時間過得很快，我已經升上在小學部最高年級 - 小六了，我要在這新學期訂一個

新目標。記得我在小三的時候，媽媽有跟我說過：「新的目標就是新的開始！」

����在這一年，我訂的目標共有三個：

����第一個目標就是中文要加強。自從

我上了小五之後，就少讀了中文書籍，

中文的發音也漸漸退步了，我決定在

一個星期中至少要讀一遍中文書。

����第二個目標是英語的聽力要進步。

英語課在一個星期中只有兩節，而且

比小五的英語難了很多，我一定要把

它給學會。

����最後一個目標就是，體育課中的籃

球課程要加油。籃球對又瘦又矮的我

來說，非常不適合，但是我跑得比較快，

所以我想利用這一強項在場地上發揮。

����我要在這一年裡實現這三個目標，

而且要幫忙老師做事，跟同學和睦相處，過一個又充實又有意義的小六，留下一個

美好的回憶！

������������������������

��������������������新中一的感想��中一����河合華���������

����從 4 月起，我已經升上中一了，穿著新的制服，心情也新鮮。小一的時候，覺得

制服很大，可是到了小六時，覺得制服變得好小了。但是，身體在長大，心裡也要長大。

所以我決定了一個新目標，新目標就是每天讀小說。因為媽媽常說：「變大人後，如

果是沒有知識的人，會被人看不起。」我小學時，沒有讀小說，所以在中學時要讀很

多書，多用頭腦，可以和中國人說中文，想和低年級、中學部的大家好好相處。

������������������友情的可貴����中一����孔海琳

����友情是當你遇到困難時，身邊的好朋友關心你，安慰你，並幫你一起解決困難；

是當你受傷時，朋友關心你的那些語句；是當你請假時，朋友花時間為你抄寫課堂

筆記；是當你向朋友借錢的時候，朋友信任你把錢借給你的那一剎那，是朋友帶給

你的快樂時光。它是一種奇怪的東西，酸酸甜甜的，充滿幸福的味道。友情是化身

在自己和朋友相處的時間裡，它也是童年最美好的回憶。

����我也有一個好朋友，和她第一次見面，是我小學五年級的時候，當時我還不會說
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日語，有一天，我忘了帶字典，因為不會說日語，沒能借字典。上課後，正當我為

該怎麼辦才好而困擾時，坐在我旁邊的她，把字典借給我看，就這樣因為這個契機，

我們成為了好朋友。

����過了幾個月，我們因一件事情而吵架了，不過，由於我們雙方都道歉，所以握手

言歡。和她吵架的那段期間，我充分的體驗到了友情的可貴和朋友的重要性。

����我們應該要好好珍惜友情，因為茫茫人海中，找到一個朋友是難的，而找到一個

知心朋友更是難。

������������������������������讀書心得報告�����中二��濱田亮子

書名：流星的絆

作者：東野圭吾

出版日期：2008 年 3 月

大意：

����有一天晚上，三個兄弟偷偷的去看流星，但是看不到，所以他們就回家了。回到

家後，哥哥發現父母被殺死了，他就趕快叫警察來，但是都找不出犯人是誰，於是

他們決定自己找兇手。好幾年過去了，他們互相扶持，相依為命，終於長大成人了，

並且三人在同心協力下查出了兇手就是警察。

感想：

����父母親過世時，他們三個還是小學生，但是在哥哥的照顧愛護下，弟弟和妹妹都

能長大成人。�所以我們應該在父母親健在時，要好好聽父母的話，尊重父母，孝順

父母，兄弟姊妹之間更要和睦相處。

　　　　         中学生になって　　　　中一　孔　海琳
　2012 年 4月 9日月曜日、私は大阪中華学校でりっぱな中学生になった。
　小学校の古い制服から中学校の新しい制服に、小学校での一人の先生から中学
校でのたくさんの先生に、小学校の給食から中学校の弁当に。全部、変わっていく。
自分も友だちも、みんな昔から新しくだんだん変わり始めた。今思えば、みんな
過ぎていくけれど、この新しい環境の中で。それでも、私たちはこの環境になれ
なくてはならない。新しい世界に向かって進んで行かなければならない。中学生
になった以上、中学生らしく生きなければならない。
　これからの人生で、たいへんなこと、つらいこと、悲しいことがあるかもしれ
ないが、それでも、楽しいことだってあるのだから。これからもがんばって行き
たいと思う。
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視力檢查

教學參觀－小一

教學參觀  (2012.5.19)

身體檢查  (2012.5.8~10)

教學參觀－中二

牙齒檢查 胸部檢查




