
大 阪 中 華 學 校

5 月号　第 158 号　2015年 5月 25日出版

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

全校春季遠足－大泉綠地公園（2015.4.23）
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７月１７日

７月１８日
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７月２０～２１日

７月２２日～８月２１日����������������������

第一學期中學部期中隨堂考試

第一學期教學參觀、班級懇談會、家長大會

運動會練習開始、校時調整

更換夏季制服

運動會預演，下午停課

慶祝創校六十九週年校慶暨運動大會

運動會預備日

運動會補假

創校六十九週年校慶紀念日

端午節

全校中文作文比賽

第一學期期末大考

台北市立大學師生來校指導游泳訓練

下午停課開始、三者懇談

第一學期結業典禮

暑假開始

幼小學部夏令營

中學部夏季露營

暑期輔導

六月

五月

七月
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消　　　息

◇義捐消息◇

⑴

⑵

大阪中華總會 2015 度開學典禮寄付金��　��������270,000円 
陳伯英先生寄附金�　                                 ��������50,000円
日本欣華會會長李忠儒先生寄附金��　      ��������30,000円
中嶋春秋堂寄附金�　　　　 　　　　　　　����20,000円
家長會贈送中三修學旅行贊助金���������������������30,000円
校醫張秋雄先生為全校學生牙齒檢查寄附金������25,000円

前期訂正：
日本欣華會會長李忠儒先生畢業典禮寄付金������20,000円
校友王汝昌先生寄附金���������������������������������10,000円

���������������＜在此深表感謝＞

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹

⑴
⑵

2015 年度學生人數至五月二十五日為止，幼稚班 22 名，小一 25 名，

小二 38 名，小三 39 名，小四 29 名，小五 27 名，小六 32 名，中一 18

名，中二 15 名，中三 18 名，共 263 名。

為配合運動會練習，自 5 月 19 日～ 6 月 6 日調整校時如下，敬告知各

位家長。

����������������������������現����������������������������������調整期間

�����運動會練習��������������������������������08：30～09：10

�������1 時限���08：50～09：35����������09：20～10：00

�������2 時限���09：45～10：30����������10：05～10：45

�������3 時限���10：40～11：25����������10：55～11：35

�������4 時限���11：35～12：20����������11：40～12：20
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慶祝創校 69周年運動大會通知

2015 學年度開學典禮2015 學年度開學典禮

　本校將於 6 月 6 日（星期六）上午 9 時在校內

舉行運動大會。敬請各位來賓、校友、家長們踴

躍出席，共襄盛舉，並請在當日上午 8時 45 分前

到校以便參加開幕式，謝謝。

����*�如遇天雨，將順延至 6月 7日（星期日）���
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������������������������校長���陳雪霞

誠恆堅信����勇往直前
─新學年新願景─

���欣逢中華民國一百零四學年度開學之際，本人謹代表全體教職員，向本校

中學部第六十六屆、小學部第六十九屆、幼稚班第四十九屆的新生及全體同

學和家長們道賀，恭喜同學們學級更上層樓，並祝福大家都能把握這美好的

開端，抱著新願景，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，就要認真計畫，訂定學習目標，掌握學習要點，

勤勉精進，持之以恆，自然就會有豐碩的成果。

���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，力求為僑社及

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，希望同學們多好好體會，誠摯有恆，堅定信念，只要持續不

斷的努力，就會愈學愈有趣，愈來愈進步。��

���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」，讓我們先幫著孩子們喜歡學校，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，緊密聯繫共同努力，幫助孩子們個個都

在溫馨的環境中孕育，不僅身心靈健康開朗，更能學而有成。�

���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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教學參觀

 班級懇談

(2015.5.16)
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2015 年度第 1 回 PTA 大会
家長

 園地

会　長 副会長 会　計 出　納 厚　生 図　書 総　務 書　記 司　会
幼稚園 張�旭�梅 簡�玉�婷 山下由起 又吉朗子

小一 尹�京�実 坂本�雪 橫川松華

戰��巍

小二 柗本典子 徐�志�宏 陸��游 長尾英子 張�海�燕

鈴木��哲 姜�若�冰 藤川かおり （鈴木��哲）

金�海�今 長谷川暁子

森本いづみ
小三 吉田�麗 金�珗 珠 浅香千惠美

薗田華代

小四 高田裕佳理 長谷川佳子 潘�英�峰 王�川�湖

小五 鈴木則子 橫川松華

馬�靈�容

小六 土居聡子 有田由美 金�哲�宣 森山明明

中一 坂口麻衣子 田中里香 岸部彩雯 古川愛嬌

江����洋

中二 唐����萍 劉�雪�蓮 張����紅 山中侑紀子

中三 友田郁実 渡邊雅靖 小松桂子

張薩仁高娃

2015 年度　PTA役員名簿

(2015.5.16)



8

　会長さん、この度は本当にお世話になりました。
　ツアーを組んでいただき、台湾のいろいろを紹介していただきました。
感謝しています。
　子どもたちが台湾の小学校で一日授業を体験して、皆いい思い出を作る
ことができました。小学校の先生や子どもたちにいろいろよくしていただ
きました。おかげで子どもが台湾大好きになり、また行きたいと言ってい
ます。
　台湾の食べ物も美味しかったし、人々も礼儀正しくて、大陸出身の私は
とても感心しました。
　改めて子どもを中華学校に入れて良かったと思っています。

小二家長����徐志宏

���家長會在三月二十三日至二十六日舉辦了台灣懇親旅行，親子共有六十一

名參加。承蒙各位家長們的支持，圓滿的結束這個懇親旅程。

���第一天託李名譽會長之福拜訪中華航空本公司，讓我們大家體驗到空姐、

機長是如何訓練出來的。真的是個很珍貴的一個體驗，由衷感謝名譽會長。

���第二天和台北市立實踐國民小學交流。在王校長、施主任及各位老師、各

位同學熱烈歡迎的儀式裡，我們大阪中華學校的同學們體驗了各班上課情形，

也和實踐國小的同學們一起用了營養午餐、�一起上課，各位同學都非常的開

心。家長們也接受了學校的招待，去貓空遊覽、吃家鄉菜和體驗泡茶，各位

家長們也非常開心。

���第三天參觀了忠烈祠、中正紀念堂，過午後去九份看夜景，雖然是下大雨，

不過夜景還是很漂亮。

���最後一天返回日本之前，去各種物產店買了些禮物，坐傍晚的飛機平安無

事返回日本，結束了三晚四天的旅程，各位家長有點依依不捨的。

���這次家長會的活動，承蒙各位家長的支持，在此表達謝意。往後家長會的

活動，更希望各位家長能再繼續的支持、協力，謝謝大家。

PTA台灣懇親旅行
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校友
  園地

大阪中華学校校友会クラス幹事

　卒業生の孫佳代さん、吉田知幸君

です。今日 ( 四月六日 ) の入学式で、

二十年ぶりに会ったそうです。

　孫さんは海外で勤務していて、「こ

れからはもっと母校を訪れたい」と

言ってくれました。

　吉田君は校友会のクラス幹事で、

クラスメートとの連絡を担当してい

ます。

　　　　　　　　（聞き手：ト永和）

校・友・消・息

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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中三畢業旅行－台灣之旅
學生
 園地

������������������������中三畢業旅行感言���������������������中三

���4 月 21 日至 4 月 24 日是我們升上了中三，最期待的日子「台灣修學旅行」。20 日

的晚上，我就已經興奮到睡不著了！當天到了機場，出乎我意料之外，平常愛遲到

的同學，竟然都非常的早到，沒有一個晚來的。因此，我們就很準時的搭上飛機，

開始了這四天三夜的

修學旅行。

���到了台灣，首先來

到新竹科學園區，解

說員幫我們介紹了許

多的先進科學，讓我

們知道了現在的科技

是非常的發達。其中

令我印象最深刻的就

是小型機器人，它可

以利用遙控來操作，

也可以用手來指示

它，真的非常有趣。

���接著，坐上巴士往

台中出發了，約一小

時左右，就到了通豪

大飯店，整理一下行李，吃過晚餐後，就是今天我們最期待的節目，「逢甲夜市」。

我們分組去逛了各自想逛的商店，有吃的、玩的、用的，各式各樣，非常豐富，可

惜的是只有一個小時而已，所以沒有辦法逛很久。由於今天太早起床了，回到飯店，

大家便早早入睡了。

���第二天，是我們最期待的一天，因為有很想看的東海大學和台北 101。一早，大

家好像特別興奮，很想看看台灣的大學是什麼樣子，到了之後，一眼望去，校園好大，

大到甚至讓人會迷路。那裡的老師帶我們參觀了整個東海大學，也為我們介紹了學

校的歷史。

���吃過中飯，來到三義木雕博物館，看到了栩栩如生、五花八門的雕刻藝術品。觀

賞完後，下一站是趕往聞名已久的台北 101，下了巴士，走到了 101 的下方，抬頭往

上看，比想像的還要高，大家登上了世界最快的電梯往 101 樓升上去，在電梯裡面，

只感到自己的耳朵很難適應。到了展望台，大家興奮無比，急忙拿起手機、照相機
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拍攝了台灣的夜景，真是美輪美奐！

���回到巴士上，大家說出了自己的感想，天色漸漸暗了，我們回到酒店，又結束了

一天的旅程。

���第三天一早，就到僑務委員會聽簡報，僑務委員會是資助我們大阪中華學校的單位，

我們代表學校去表達感謝之意。之後我們就去了中正紀念堂，中正紀念堂是紀念我

們的國父和中華民國初任總統蔣介石先生的紀念堂。每天上午十一點就會看到衛兵

交接的儀式，大約表演十分鐘。我們每一個人都看得目瞪口呆，太精采了，果然英

姿挺拔，炯炯有神，實在令人佩服。

���吃完中飯後，我們就去了九份。當一到九份，導遊就開始介紹說：「日本有名的導

演宮崎駿，是在這裡找到電影「神隱少女」的靈感。」我們有一小時半的時間可自由

閒逛，這裡商店太多了，讓我感到很商業化，找不到台灣原有的風貌。走馬看花東

逛西逛，買了些土產，就回飯店了。

���晚上，大家去逛鬧區西門町，西門町的夜市真比逢甲夜市熱鬧多了，人山人海，

商品更是應有盡

有！

���第四天，是畢業

旅行的最後一天了，

同時也是最疲憊的

一天。大家都早早

的起了床，用完早

餐，稍微休息一夏，

便踏上了最後一天

的旅途。

���首先，我們來到

的是以衛兵交接出

名的忠烈祠，前方

可以觀賞到以「萬

古流芳」為題的一

面牌樓，穿過樓牌，

剛好就看到了浩氣凜然的衛兵從祠堂正中間走來，井然的步伐，整潔的軍裝，讓我

們對衛兵有了更深一層的印象，大家讚嘆不已。

���坐上巴士，我們很快地就到達了下一個目的地－號稱世界四大博物館之一的國立

故宮博物院。在那裡，我們親眼見到了「翠玉白菜」，與「肉形石」。兩塊玉石都被

雕刻的栩栩如生，甚至令我都不敢相信自己的眼睛。

���吃過美味的小籠包，參觀過鶯歌陶瓷博物館，便抵達了桃園國際機場，準備登上

回程的飛機。在這次畢業旅行中，我們學到了許多知識，也加深了同學們的感情，

希望在最後一年中，能夠留下美好的回憶！



 　　　                 修学旅行　                     中三　廖　于婷

　今回の修学旅行は、とても楽しかったです。なにより、中学校の修学旅行は人
生で一回しかないので、意識して楽しんで来たのです。そして、学習もしっかり
してきました。
　ひとつは、新竹科学
園区に行って、そこで
いろいろな機械を見た
ことです。中でも、一
番印象に残ったのは、
500ml 入りペットボト
ルと同じくらいの大き
さのロボットです。そ
の手にはお皿のような
物があり、その上に軽
い物を置くと運んでく
れるという、とても便
利なものです。携帯で
アプリをダウンロード
すれば、自由にコントロールもでき、なくても、手だけである程度の操作が可能
です。今の科学技術は本当に進んでいるのだと思いました。
　それから、東海大学を訪問して、そこの高校一年生たちに合流して体験授業を
受けたことです。そこで日本と台湾の相違点について学びました。みなさんは本
当に親切でやさしい人たちでした。ただ、授業がすべて英語で行われたために、
全く理解できませんでした。その夜は「台北１０１」に行き、世界一速いエレベー
タに乗ったのですが、電光石火の早業で、たったの数秒後には８０階まで上りま
した。私はこのとき初めて台北１０１のエレベータがこんなに速いものだと知り
ました。
　ほかにも、故宮博物院で有名な「翠玉白菜」の彫刻をみてきました。私はてっ
きり普通の白菜と同じくらいの大きさだと思っていたけれど、想像の半分くらい
しかなかったので、すごくびっくりしました。台湾は私のふるさとです。でも修
学旅行のおかげで私が知らなかった台湾の文化について学びました。そして、天
気のことでも、ひとつわかったことがあります。わたしたちは、あらかじめ旅行
中はずっと雨が降るだろうという情報が入っていたので、私は雨対策としていろ
いろ準備をしました。でも、結局雨が降ったのは三日目だけでした。しかも傘が
いらないくらいの小雨でした。そんなわけで、私は重い雨具をほとんど使わずに
持って帰りました。今回の旅行で身にしみてわかったことは、台湾の天気は予測
できないものだということでした。
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春 季 遠 足
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春 季 遠 足
����������������春季遠足快樂多����小二

( 一 )� 古川翔輝

�����四月二十三日星期四我們坐大巴士去大泉綠地

郊遊，我旁邊坐著是長谷川智義。

����到了大泉綠地，我看到很多花草，很多樹，還

有很多遊具，心裡真的很開心。陽光下，春風中，

我們在草地上一邊吃便當，一邊有說有笑，真的

非常快樂！

( 二 )� 平松久奈

����四月二十日，我們去大泉綠地遠足。

����我們玩秋千和很大的溜滑梯。中午我吃了便當，

吃飽了以後，然後又吃了點心，我打起精神繼續

和大家一起玩。

����今天我過了非常開心的一天！

( 三 ) 秋田小熙

����在四月二十三日的那一天，我們去了春季遠足。

九點三十分出發，一下子就到了公園。

����那裡有好多大大的廣場，我在這裡跟朋友一起

玩捉迷藏和溜滑梯，玩得非常快樂。我們還看見

了綿羊，牠們長得跟我想的不一樣，所以我非常

驚訝。

�下午二點三十分左右，我們坐巴士回學校，今天

真是快樂的一天！

( 四 ) 蕭博浩

����遠足那一天，天氣很好，雖然搭了很久的車，

不過不用上課，還可以跟同學一起出去玩，真是

高興！

����我玩了溜滑梯，從高高的地方溜下來，好刺激！

還有看到可愛的綿羊，真想進去跟牠們一起玩。

����希望下次可以再去玩！

( 五 ) 長谷川智義

����四月二十三日星期四去大泉綠地遠足，坐巴士

時，我旁邊是和古川翔輝一起坐，我們一起坐車時，

教徐老師日語。

����到了大泉綠地後，還要走很多路，我們走路的
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時候，看到一些羊，和綠綠的大樹。我們在公園的陰涼處吃便當和零食，我們還玩

滑梯和攀登架，大家玩得好快樂！

（六）朱詠瞳

����四月二十三日，除了中三以外，我們全校一

起去大泉綠地公園遠足。

����那天，上了巴士之後，我坐在阪本心澄萌的

旁邊，我們一起玩翻花繩。到了公園，我看到了

很多樹和草，然後我們先去了一個地方，就在那

裡照相。接下來，我們在很多樹的地方走來走去。

之後去了一個有很多玩具的地方，有溜滑梯，秋

千。我看那個地方很有趣，我們就在那裡的旁邊吃飯。吃完之後，我們又去玩了。

我和鄭可依、山垣和華一起玩，玩了一小時多後，又走到一個空曠的草坪，大家在

那裡休息，老師說：「可以去上廁所，也可以吃零食！」過了一會兒，老師又說：「零

食收起來了！要回去了！」然後我們就坐上巴士，回學校了。

����我希望下次也想和家人一起來玩，如果我們一家人去的話，我想要在那裡 BBQ，

快快樂樂地度過愉快的一天！

�������������������������快樂的春季遠足����������������小三��勘田慧兒

����今天是快樂的學校春季遠足，我很早就起床了，希望趕快到學校。到了學校我看

到很多同學開心的說說笑笑。

����八點四十分在操場集合，九點坐上巴士去遠足了。坐在車裡和右邊的好朋友說話，

她說：「我很想吃便當喔！」大家聽了都ㄟㄟ ---

����十點了，我們到了大泉綠地，我好開心！老師帶大家去了一個很大的遊樂區，在

那裡玩來玩去。玩了半小時，老師說：「小三來！我們要吃飯了！」但是吃飯的時候，

樹上有好多蟲掉下來，地下又有螞蟻鑽來鑽去，真可怕！王友美說：「討厭的蟲，這

個遠足不好玩！」

����吃完飯後，我們又去了冒險遊樂區，那裡有一個好大的溜滑梯，大家都跑過去玩，

王友美又大叫：「好好玩啊 ! 我想再來這個公園玩！」

�������������������������春季遠足�����������������������小五��黑川佳臨

����四月二十三日是全校一起去遠足的日子。

����到了學校後，我們坐上遊覽車往大泉綠地出發，一路上，同學們有的低聲私語，

有的矇頭大睡，大約過了一小時車程，來到了景色優美的綠地公園。全校在大牌樓

前拍了團體照，之後班級各自帶開。我們先來到一個遊樂區，這裡有好多遊具，大

家一放下書包，就往溜滑梯的地方跑去，真好玩！要是我家附近的公園有這麼好玩

的滑梯，那該多好，每到周末，就可以盡情地去享受了。

����玩了二十五分鐘，就開始吃午餐了。先舖上墊子，再拿出香噴噴的便當，大概是
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                            はるのえんそく　                 １年　横川　莉晶
　えんそくに、いきました。いったら、たのしいし、わくわくです。あしたも、
がんばろう。
 
                          はるのえんそく　                 １年　坂本　尚美
　きょう、えんそくにいって、みんなでたのしくあそんで、げんきにおべんとう
をたべて、げんきにかえりました。

                           はるのえんそく　                １年　川端　杏奈
　きのう、えんそくでおもしろかったのは、みんなといっしょにあそんだのが、
おもしろかったです。

肚子餓扁了，每一個人狼吞虎嚥的吃著。我和百惠吃的是媽媽特製的飯糰，百惠媽

媽還準備了許多綠葡萄請我們吃呢！飯吃完後，大家拿出零食互相交換，換了果凍、

薯片、糖果�等。

����吃飽了，我和百惠、夢瑤，跑去找別組的長澤唯玩，接著孫政裕也來了，杏里叫

我們過去和老師一起到冒險樂園玩。那裡有好高的溜滑梯，光是走上去就累死了，

到了上頭兒，一大堆人在排隊。終於輪到我了，好高啊！，真可怕，我還是鼓起勇

氣往下滑，原來這麼有趣，我反覆玩了好幾遍。旁邊又有一個更巨大的溜滑梯，像

似巨人的背。我們幾個人手牽手滑下去，邊喊邊滑，好刺激！一連滑了好幾次，滑

到手肘都破皮了。就在玩得盡興之餘，聽到邵老師說集合了，大家都趕緊歸隊了。

過了一會兒，就坐巴士回學校了。

����這次的遠足真好玩！

�

�����������������������春季遠足��������������������������小六��李雨恩

����4 月 23 日是大家期待已久的春季遠足，地點是在大泉綠地。我為了這一天準備了

很多東西，有便當、餅乾、衛生紙、手帕、錢包、墊子和雨具等。

����當天，我扛著又大又重的包包去學校，花了很多時間才到學校。在教室裡林美杏

老師像我們說明遠足時要遵守的規矩，可是，大家根本沒有心要聽老師的說話，因

為大家已經迫不急待地想要去遠足了。

����出發了，在巴士上我和華蓮坐在一起，我們一邊聊天一邊笑，過了半小時後就到了。

下車之後，我感覺到外面的空氣真新鮮，好舒服啊！接著全校合影留念，小六也一

起拍照。各班自行活動，我和幾個同學東玩玩，西逛逛，玩了一會兒，就吃中飯了，

我們互相交換零食，之後到冒險遊樂區盡情的玩樂。

����這次的遠足我玩得非常快樂開心，在回去的巴士上和同學聊天，也好開心。藉由

這次的遠足，讓我更了解同學的秘密，個性和喜好，真是一趟豐富之旅！
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                   　はるのえんそく　                 １年　鄒　樹音
　きのう、えんそくへいきました。いちばんたのしかったのは、すべりだいです。

                  　春のえんそく　                     ２年　長尾　奏花
　私は今日、中学三年生以外の全校生徒で、大泉緑地へ春のえんそくに行きました。
そこにつくまでのバスでは、みんながたのしく先生とおはなしをしたりしていま
した。そして、こうえんにつくと、お弁当をたべるところまで歩きました。
　お弁当をたべおわってから、こうえんのゆうぐであそびました。すべり台は、
すべる部分がカーブになっているものをはじめ、色々なしゅるいの物がありまし
た。
　中学三年生はしゅうがく旅行でいけなかったので、たのしかったことをたくさ
んおしえてあげたいなと思いました。

                  　春のえんそく　                     ２年　酒井　百合子
　今日は、大いずみりょくち公園に行きました。日ざしにあたると、みんなは、
暑い暑いと言っていました。もちろん私も暑かったです。かげの場所に行くと、
どくきのこが２０こくらいありました。どんどんあるくと、川がありました。そ
の川の石の上に、あひるがいました。みんなは、あひるだあひるだ、と言ってい
ました。パイナップルみたいな木の所につくと、はちがいました。みんな、こわがっ
ていました。

                   　春のえんそく　                     ２年　葛　愛梨
　今日は、おおいずみりょくちに、えんそくに行きました。わたしは、こおり鬼
であそびました。ほかに、かくれんぼをしました。すべり台や、ほかのすべり台
もたのしかったです。わたしは、ブランコものりました。ジャングルジムは、す
ごいたのしかったです。また、かぞくと行きたいです。ほんとうに、たのしいえ
んそくでした。
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小一��家人稱呼
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坂本尚美 徐嘉佑

辺 書 宇 三好亜美
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張�惠�琳 山中明嘉

歐�思�星 李�霓�拿



������������������������快樂的黃金假期���������������小四��陳宇豪

���五月三日，今天爸爸媽媽聽我說了學校春季遠足去大泉綠地公園玩的事情，覺得

很好玩，想去一次，所以全家就去了。

����一到大泉綠地，我們就看到很多挺拔的樹木，也看到嬌媚的花兒們。我們先去借

了三輛自行車，想要騎到カイユランド那邊玩。

���到了カイユランド，我看到了許多小孩子開心的玩鬼捉人，有的人玩溜滑梯，我

聽到此起彼落的歡笑聲。後來我又吃了一杯刨冰，接著我們又去冒險樂園玩，我們

一過去就看到人山人海的一大群小孩大人，都在玩一個超大的溜滑梯，我也趕快跑

過去滑，真是太爽了！

���玩了一整天，大家就開開心心的回家了。這次的假期遊玩真令人難忘！

������������������������媽媽的手�������������������中一����田中美有

���我的媽媽是在家裡時會尊重孩子的媽媽，去工作時，是工作認真的一位女性。

���媽媽的名字叫田中理香，�生日是九月一日，�她的工作是 KIDS�PRAZA�OSAKA 的講

師，擅長的事情是手工藝，我用的書包、衣服都是媽媽親手做的，是世界上獨一無

二的東西。媽媽做的料理也很好吃，我最喜歡的是餃子和漢堡牛肉餅。

���我覺得媽媽的手是累積了很多經驗的手，所以能教我們很多事情。例如：煎雞蛋

的作法，日語的寫法，如何做衣服等。

���我的媽媽在小的時候外公就去世了，外婆也病死了。所以跟弟弟一起生活時，什

麼事情都是自己做，我真的很尊敬她。

���媽媽教我很多事情，可是，最近換我教媽媽說中國話，她正在努力的學習中，我

很高興，沒想到，我居然也有教媽媽的時候。

���我敬愛媽媽，她每天為我作飯，教我做人的道理，生氣，也都是為了我，為了我

的人生。將來，我想變成像媽媽一樣的人，能帶給別人快樂，善用自己的經驗做事，

更能教別人許多事情。

���我寫完這篇文章後，更覺得媽媽是無法替代，自己的媽媽是世界第一，以前常不

知道感恩，現在明白了。

��五月十日是母親節，藉著這一天，每個孩子都會說出對母親感謝的話，我要送媽

媽禮物，並且對媽媽說：媽媽，辛苦了！謝謝您！

������������������������我們這一班�����������������中二����吉田珠理

���我們班級今年已經是中學二年級了，現在有十五名同學，女生有六名，男生有九名。

���班上有很多具有才華的人，有一位很特別是高爾夫選手，他還得過大阪的高爾夫

中學部大會亞軍，我不懂高爾夫，可是我覺得他真的很棒。還有一位女同學做得一

手好點心，她做過馬卡龍，還有各種各樣美味可口的蛋糕、餅乾等。我跟她學做過

雪芳蛋糕的做法，聽過她將來想當點心調理師。

��今年，我們中二負責的工作是播放音樂，掃廁所，而我是負責放音樂的，所以每

天我都要比一般同學早來學校。為了勝任這項任務，從四月起，我就比去年早起床，
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早到學校。

����我們班在小六的時候，人數很多，每天吵吵鬧鬧，每天被老師罵，可是一上中學，

人數只有小六時的一半以下，變得很安靜，學習環境比小六時好多了，但是有時候

想起來小六時的情景，�反倒讓人懷念，還有，或許是太沉靜了，我個人好像比以前

愛睏，成天想睡覺。

����我們這個班，雖然有時候會令老師傷心，但也有帶給老師快樂的時刻。這個班級，

給人們帶來快樂與關心，所以生活在這個班，其實是蠻幸福的。

���最後祝福班上每位同窗好友，在大阪中華學校這段日子能學有所成，也能交到知

心好友。

　                   畑に虫がいっぱいおること　　　　3年　船井　皓貴
　うちでは、ぼくのおじいちゃん、おばあちゃんが畑をしているのではなく、お
母さん、ある時はお父さん、おねえちゃんとぼくで、畑をかりてやさいを作って
います。私たちはわかいので、あまりちしきがありません。お母さんは二年前ぐ
らい園げいの仕事をしていましたが、あんまり詳しくはありません。
　うちは、ブロッコリーや白さいをうえています。その二種るいに虫がよくくる
のです。
　ブロッコリーにはあお虫がよくおります。あお虫は、葉っぱや食べる所にひっ
ついています。
　いちごにはありがいます。いちごをしゅうかくすると、いちごに穴があいてい
ます。でも、食べるときはふつうです。
　畑で虫はじゃまです。ですから気になることはたくさんあります。　

　　　　　　　このごろのこと　　　　　         ４年　呉　秀娥
　先日、親せきのおばあさんが亡くなりました。亡くなったおばあさんは九十歳
くらいでした。
    私はお母さんとお父さんといっしょに黒い服を着て、お通夜に行きました。
お通夜をするホールで、私たちはお線香に火をともし、お祈りをしました。
おばあさんのいたいがすぐ前にあったので、私は少しこわかったです。でも、お
ばあさんはいつもやさしく、おだやかな方だったので、もう会えないと思うと少
しさびしいです。
　花の中ではバラが一番好きで、動物の中では犬とねこが好きな方でした。
　以前、友だちがお通夜に行ったら、人数は多く、ほとんどの人が泣いたり、亡
くなった人の話ばっかり聞かされて、とてもたいくつだと聞きましたが、誰一人
泣いておらず、話もおばあちゃんの「お」の字も言っていません。私はふしぎに思っ
て、お母さんに聞いてみると、
「おばあさんは、この世に生きている時、とても幸せな生活を送ったし、生きてい
る間、健康的だったから、みんな悲しく思わないんだよ。」
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と、教えてくれました。
　私は、むだな時間を過ごしていることが多いですが、おばあさんを見習って、
一分一秒大切にして生きていきたいと思いました。

　　　　　    　　消しゴムとえんぴつ　　　　      ５年　廖　奕傑
　勉強する時に、いつも使う消しゴムとえんぴつ。いったい、なぜえんぴつの字
を消しゴムで消せるのだろう。
　昔は、えんぴつの字を、パンで消したらしい。パンでも消せるのなら、ほかの
物ででも消せるのではないか。実際に、消しゴムを忘れた時に、指で消したとい
う話を聞いたことがある。一度ためして見たら、たしかに、少しあとはのこるが、
消える、消しゴムと同じくらい消える。そして、ボールペンも消えた。だが、ボー
ルペンのインクがかわいてしまうと、消えにくい。
　えんぴつと消しゴムはそれぞれ、どこで、いつ生まれたのだろう。昔は消しゴ
ムのかわりにペンで消したのだから、おそらく、えんぴつの方が早く発明し作ら
れたのだろう。えんぴつもないのに、消しゴムを発明したり、つくる人はいない
のだから。
　えんぴつを使う人が最近とても少ない。なぜなら、シャープペンシルという便
利な物があるからだ。一方消しゴムは最近、消す、という目的のために作られた
とは、とても考えられない物が増えている。たとえば、ねり消しやいろいろな形
のある消しゴムなどがあるが、消しやすくておもしろい形の物は、ごくわずかな
のだ。
　このように、古くから使われているえんぴつや消しゴムが、（車やほかの物と同
じ、）昔とまったくちがう、形や目的になっているように、車やほかの物にも同じ
ことがある。形を変えるのは別に問題ないが、目的を変えると、なんとなく、こ
れを作った人に失礼な気がする。たとえば、えんぴつを弓矢の矢にされたら、作っ
た人はどんな気分になるのだろう。ノーベル賞を作ったノーベルは、ダイナマイ
トを、工事など、穴をほる仕事を楽にしようとして、作ったのに、戦争に使われて、
とても悲しんだだろう。もちろん例外はあるが、やはり、自分が作った物を別の
目的に使われると、いい気分にはなりにくいのだ。今回は、えんぴつと消しゴム
の歴史などを話したが、ほかの物でも、いろいろな物語がきっとかくされている
のだろう。

　　　　　　　　　この頃のこと　　　　　６年　田中 太陽
　みなさんは、夢を見たことがありますか？
　僕は最近、とっても悲しい夢を見ました。それはひいおじいちゃんのことです。
　僕のひいおじいちゃんは、昔病気で死んだそうです。僕はひいおじいちゃんと
三年間一緒に暮らしていました。とっても楽しい三年間でした。



　僕の夢の中で、ひいおじいちゃんはこう言いました。
「太陽、大きくなったなぁ。わしのことを覚えているかい？」
　夢の中の僕は必死にうなずきました。
　そして、ひいおじいちゃんは笑いながら、「これまで起きた悲しいことや、楽し
いことを話してごらん。」と言いました。
　僕は一年生の入学式、初めてできた友人、運動会、その他にもいっぱいあった
出来事を話しました。
　そして、おじいちゃんは言いました。
「もうそろそろお別れの時間じゃ。最後に抱かせてくれ。」
　僕は、すぐにひいおじいちゃんを抱きました。そして、ひいおじいちゃんは消
えていきました。
　目が覚めた時、僕の目にはなみだがあふれていました。
　とっても悲しいことですが、また、ひいおじいちゃんに会えてとっても嬉しかっ
たです。

　　　                  夜行バス　　　                中一　嶋田　美智子
　連休中に、夜行バスに乗って広島へ行きました。フラワーフェスティバルとい
うイベントのパレードに参加するためです。例年うちは親が運転する車で行くの
ですが、今年は仕事の都合で親はいません。したがって、親戚とほかの知らない
人たちと一緒に乗りました。
　夜なので、補助席で寝ていると、横からや前、後ろからもおば様やおじ様の話
し声や笑い声が聞こえてきて、とてもうるさかったです。少し静かにしてほしい
と言ったら、しばらくの間だいぶましになりましたが、わたしが眠ろうとしたら、
またうるさくなって、結局一晩中一睡もできませんでした。次の日はパレードで
歩かなきゃいけないのに、どうしてくれるんだ！と心の中で叫びましたが、口に
は出しませんでした。ほんとうにうんざりしました。来年も行かなきゃいけない
らしいのですが、もうあのバスには乗りたくありません。つぎはきっと親に頼ん
で車で行こう！夜行バスはこりごりです。

　　　       ぼくの夢　　　    中二　宇都宮　誠充
　ぼくはゴルフをやっています。始めてもう４年にな
ります。将来の夢はプロゴルファーになって、父のやっ
ている不動産会社をついで、中国に行ってホテルとゴ
ルフ場を経営することです。
　幼稚園は近くのところに通いました。小学生になっ
てからは、夢のことを考えて大阪中華学校に入りまし
た。そのころから夢は決まっており、小学校三年生か
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ら中学二年の今まで夢は変わったことがありませんでした。ほんとうは、何度も
ゴルフをやめようと思いましたが、いまの生活ががらりと変わってしまうことが
恐ろしくて、やめることができませんでした。
小学校一年生から二年生までは水泳と空手をやっていました。なぜなら、ゴルフ
の塾に入れるのは三年生からだったので、それまでは体力づくりのために通いま
した。その二つをやめるのに抵抗はありましたが、都合がつかないのでやめるこ
とにしました。
　中学生になって、関西地区２位や１位をとるなど、成績を上げられるようにな
りました。これからも夢に向かってがんばります！
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