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學　校　行　事 

⑴
⑵
⑶
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⑹

⑴
⑵
⑶
⑷
⑸

１０月１０日

１０月１２日

１０月１７日

１０月１９日∼２３日

１０月２８∼３０日

１０月３０日

１１月２日

１１月３日

１１月１２日

１１月１４日

１１月２３日

慶祝建國 104 年雙十國慶

體育日��休假

教學參觀、家長會

中間考試週（照常上課）

小六畢業旅行

全校秋季遠足

更換冬季制服

文化日　　　休假

國父誕辰紀念日

文化祭（成果發表會）

勤勞感謝日　　　休假

十月

十一月

2016 學年度新生入學案內
＊�十月一日起受理報名

＊�十月十五日報名截止（郵寄亦可）

＊�十月十二十五日面接

＊�十月二十九日合格發表
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消　　　息
⑴

⑵

本校校長陳雪霞在校服務屆滿三十年、教頭蔣燁在校服務屆滿二十年，

長年致力海外華文教育，傳揚中華文化，春風化雨、育才無數，於教師

節當日榮獲大阪辦事處蔡明耀處長轉頒僑委會海外僑校教師榮譽獎章

殊榮，在此深表祝賀。

東京中華學校於 9 月 26 日主辦了第七屆日本地區三僑校國語演講觀

摩交流會。本校選派中三李榮治、中二羅仕青、井上太陽、小六文祺森，�

小五蕭晏庭、小四蔣惟六位同學代表參加。同學們個個演講生動，表現

出色，獲得與會來賓

熱烈的掌聲。這次交

流活動除了提昇海外

僑校推動華語文教育，�

同時增進了三 僑 校 間

交流互動。
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１０４學年度國語演講比賽得獎名單

校長、評審老師、參賽同學合影

組����別 第�一�名 第�二�名 第�三�名

小學 1～ 3 年級組 中山知微 早稻田采麗 橫川莉晶

小學 4～ 6 年級組 蕭 晏 庭 文 祺 森 矢嶋剛志

中���學���組 羅 仕 青 李 榮 治 井上太陽

巡迴文化教師教授舞獅及民俗技藝

僑委會巡迴文化教師陳韋傑老師，於 9 月 14 日蒞校進行為期四週的民

俗技藝教學。在陳老師熱心指導下，�同學們都能認真學習，成效顯著。
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海外僑生回國升學宣導人員回國參訪

������來自日本、韓國及東南亞等九個國家海外僑生回國升學宣導人員一行 59 名，

於 2015 年 9 月 16 至 25 日返台進行了參訪活動。

������此次行程由僑委會安排參訪國內辦學具創意及特色的十二所國公私立大學及

二所高中，深刻體會到國內優質的教育環境，藉此宣導僑居地學生踴躍回國升學。
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中學部夏季宿營
－兵庫県立西はりま天文台－

  (2015.7.20～21）



参
加
浪
速

区
民
祭
活
動

舞獅表演

（2015.9.13）

舞蹈表演

本校 PTA 參加投球競賽榮

獲亞軍，可喜可賀。
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校友
  園地

校・友・消・息

　母校の運動会 ( ６月６日 ) で林
学謙君 (40 届 )、鄭淳心さん (37
届 ) に会いました。
　林君は台湾系団体で事務の責任
者を務めています。事務以外にも、
司会や通訳で頑張っています。
　鄭さんは航空会社で営業の責任
者を務めています。運動会では会
社を代表して祝辞を述べました。
　また、鄭さんのお姉さん、鄭晶
心さんは母校で教鞭をとっていま
す。
　　　　　　（聞き手：ト永和）

家長
  園地

本
校
家
長
會
於
暑
假
期
間
寄
附
廁
所
整
修
及
更
新
教
室
百

葉
窗
，
提
供
學
生
舒
適
的
學
習
環
境
，
在
此
深
表
感
謝
。
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夏 令 營 活 動 剪 影
台中東海大學師生來校舉辦夏令營  (2015.7.19－ 21)

包粽子做燈籠

說故事繪圖

遊戲學華語 健身操
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暑期輔導班生活剪影暑期輔導班生活剪影

�����為了使同學能過個充實的暑假生活，本校今年聘請國立臺北教育大學教師

來校舉辦暑期輔導班，共有八十餘名同學參加。參加同學除了完成各班導師指

派的暑假作業外，學校也安排了語文、數學、體育、美勞、電腦、料理及社會

見學等課程活動，在炎熱的夏日裡，度過了充實愉快的假期生活。
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中國語班快樂學華語夏令營
  (2015.7.27～ 7.31）

作文指導 文化課程－做燈籠

遊戲學華語

放風箏 搓愛玉

成果發表
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學生
 園地 暑假讀書心得報告

����　　小三����勘田慧兒

書名：大熊校長

作者：今野仁美

出版社：小魯文化文化事業

大意：

����大熊校長每天都充滿活

力的迎接孩子們上學，因

此學生們也都很有精神的

回答校長。但是，有一個學

生小羊打招呼的聲音很小，

大熊校長說 :「要大聲說好

嗎？」於是，小羊天天跑到

回音山裡去練習喊「早安」。

但是，因為小山羊膽子很小，聲音還是很小。

����有一天，大熊校長生病了，但還是站在校門口迎接學生，這時小山羊仍然低著頭

小聲的回答。在回家的路上，大熊校長慢慢地跟在小山羊後面，當他們走到半山時

大熊校長突然「碰」一聲倒下來，沒辦法站起來了，� 小山羊往後一看，� 急得大叫起

來「救命啊！大熊校長有危險了！」好多村民聽到了，� 都跑了過來，� 趕緊送大熊校

長去醫院。大熊校長很感謝小山羊，並且對他說：「因為你大聲的喊救命，我才會得

救啊！」

�

��������������������������������������　　　　　　小四��歐思琳

書名：聰明的小兔子

作者：林良

出版社：國語日報社

大意：

����這是一個狼和狐狸想捉小兔子的故事。有一天，狐狸對狼說：「我想到了一個好

辦法，只要這樣子做就可以成功的捉到兔子了。狼聽了，就到兔子家去。狼說：「你

聽說可憐的狐狸的消息了嗎？」兔子說：「沒有哇！我好久沒見到他了。」狼說：「好

可憐哪！他已經死了。」兔子聽了這一番話，馬上跑去狐狸家，看到狐狸先生安靜的

躺在床上，一動也不動，狼則坐在床邊，兩隻大眼睛亂轉。兔子想了想，說：「好奇

怪，我聽說死掉的狐狸的嘴巴是張開的，但是，這隻死狐狸的嘴怎麼閉得那麼緊呢？」

狐狸聽到兔子說的話，趕緊把嘴張開一點兒。兔子偷偷去看，笑了笑說：「你們一個

撒謊，一個裝死，我才不會上當呢！」就飛快似的逃走了。



感想：

����我讀了這一篇故事，覺得好有趣，也有點可笑。因為故事中的狼和狐狸想吃兔子，

所以說了謊，做了假戲，但是兔子很聰明，識穿了他們的把戲，沒有上當。我們應

學兔子處變不驚，以不變應萬變，才能解除危機。還有我覺得為了達到目的，不擇

手段去騙人，是很不好的行為。

���������������������������������　　　　　　　　　小五����長澤唯�

書名：陰翳禮讚

作者：谷崎澗一郎

出版社：新潮社

出版日期：平成六年十一月一日

大意：

����日本和西方對光美的意識基本上不同。西洋人的想法是把室內的燈都打開，因為

要讓陰影都消失掉。但是，日本人的看法是重視闇的調和，在調和中可以看見陰影

中的美。這是日本自古以來對傳統藝術的觀點。這種想法可以用在許多的地方，�例如 :

建築、照明、壁紙、食器、藝能和美人等。

感想：

����我剛讀這本書時，這位作者的想法有些奇怪，因為他寫的都是不易理解的，但我

認真的一遍又一遍讀，理解了內容後，我感到很驚訝！我覺得陰影才能代表日本真

正的美和藝術，更是日本自古傳下來的美。

��������������������������������������　　　　　　　小六����金明實

書名：漁夫和金魚

作者：風車編輯製作

出版社：風車圖書出版有限公司

出版日期：2009 年 5 月

大意：

� � � � 海邊小草屋，住著一對老爺爺和老奶奶。有一天，老爺爺撈到一條小金魚，「好

漂亮的魚，把它放回水裡吧！」他想著。「謝謝老爺爺，以後如果有想要的東西，就

來找我吧！」金魚感激的說。老奶奶知道這件事情之後，她說：「老伴，去跟金魚說

要一個新木盆吧！」有了新木盆，老奶奶心想真是有求必應，又說：「老伴，再去跟

金魚要一間新房子吧！」有了新房子，老奶奶仍然不滿足，要求老爺爺再去要一座

城堡。城堡得到了，老奶奶卻還說：「老伴，我要一座皇宮！」現在真的有了皇宮，

老奶奶還想要……。老爺爺來到海邊，不好意思的跟金魚說：「怎麼辦？老奶奶太貪

心了，她又想要…」話沒說完，小金魚嘆了一口氣，一句話也沒說，就不見了。老

爺爺回到家，看見一切又恢復到原狀了！

感想：

����因為老奶奶的貪得無厭，最後連小金魚也生氣了，於是一切又回到最初的樣子，
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老奶奶後悔莫及。我想：熱心助人，不求回報，是做人的美德。我想問大家，你們

想要什麼呢？我想要世界和平！

����������������三國演義讀後感��������　　　　　中二����王東旭

����在歷史長河中，唯獨三國時代是三國同時出現的，他引起了我的興趣，於是我讀

起了『三國演義』這本書。這本書述說了那驚心動魄的歷史故事。

����三國演義是明朝羅貫中著作，講述的是蜀、魏、吳三國的形成及因爭奪權力土地

而相爭鬥，最後三國歸晉，天下統一。精彩的歷史故事，給讀者留下非常深刻的印象。

����三國演義中，我最喜歡的是關羽，關羽字雲長，他忠心耿耿，義薄雲天，儘管曹

操用盡方法對付他，希望關羽能投靠他，幫助其完成霸業。可是關羽置之不理，誓

死跟從劉備，為他效力。

����有一次，關羽的臂膀受傷了，毒已滲入骨頭，必須要把肉切開，刮去上面的毒液

才能完成治好，那時沒有麻醉藥，必須要忍受非常巨大的疼痛。手術開始了，可是

關羽不僅沒有露出痛苦的表情，還和馬良談笑風生，被後人傳為美談。關羽的這種

堅韌的精神，見了怎能不欽佩呢！

� � � � 最讓我驚訝的赤壁之戰，是歷史上非常著名以少勝多的戰役。曹操有八十萬大

軍，而孫劉聯盟只不過十幾萬而已，雙方實力差距如此之大怎麼可能戰勝曹操？但

是經過龐統獻連環計，諸葛亮的草船借箭，黃蓋一個願打一個願挨的計謀，最後連

老天都幫助了他們，原本刮西風的天氣，突然轉變為東風，使得諸葛亮和周瑜火攻

的計謀成功，曹操八十萬大軍傷的傷，逃的逃，最後曹操倉皇敗走華容道，元氣大傷，

從此出現三國鼎立的局面。

����三國演義我讀完了，書中的歷史片段在我的腦海中不斷重演，也令我省思。目前

我們身處於西元 2015 年，這個年代也是個充滿變數、動亂的時代，人人自危！要如

何去面對這個動盪不安的的時局呢？我想三國演義中的人物及故事，應該是最佳的

借鏡及啟示吧！
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▪小六中島華蓮同學（右圖）參加第 42 屆西日本

���中小學滑冰比賽女子初級冠軍，可喜可賀。

榮譽榜

▪中二宇都宮誠充同學獲得參加 2015 年度 IMGA

���世界杯少年高爾夫球比賽權，可喜可賀。

$$$$$$$
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　　　「きみはほんとうにステキだね」を読んで　　　６年　権　娜　賢
　この本のあらすじは、昔々、大昔。暴れん坊で、意地悪で、ずるくて、自分勝
手なきょうりゅうがいました。そのきょうりゅうはティラノサウルスで、いつも
弱いスティラコサウルスをいじめます・・・。しかし、追いかけた先はがけになっ
ていて、落ちたらおしまいです。ティラノサウルスはじりじりとスティラコサウ
ルスたちに近づいていきました。
　「もう逃げられないぞ。さあ、さあどうする。ヒヒヒ・・・。」ティラノサウル
スがそう言って飛びかかろうとした、その時です。がけがガラガラと崩れ始めま
した。スティラコサウルスたちは、そばの木にひょいひょいと飛び移りますが、ティ
ラノサウルスはそのまま海に真っ逆さまに落ちて行きます。
　ティラノサウルスは泳げないので、そのまま沈んでいきます。「助けて・・助け
て・・。だれか、た・す・け・て・・・」ティラノサウルスはそのまま死んでし
まうと思ったその時、ティラノサウルスの体がグググッと持ち上げられます。ティ
ラノサウルスは岸に投げられ、背中を打って、やがて気を失います。
　気がつくと、エラスモサウルスが背中をなめています。エラスモサウルスが言
いました。「こうすれば、背中のけがもすぐよくなるからね。」そう言って、微笑
んだエラスモサウルスを見て、ティラノサウルスはふしぎな気持ちになります。
ティラノサウルスはお礼に「あ・ありがとう・・・。」そう言った時、心の中が温
かくなるのを感じます。なぜなら、生まれて初めて「ありがとう」と言ったのでした。
　エラスモサウルスが聞いてきました。「きみは、いつも何を食べているの？」と
いう質問に対して、本当は肉を食べているのに、赤い実を食べているとウソをつ
きます。その時、エラスモサウルスが悲しそうに言います。「海の中にも強い人が
いるよ。乱暴者で弱い者いじめばかりして。ぼくの背中の傷もその乱暴者にかま
れたんだ。」「ひどいやつがおるな。お、おれは弱い者いじめは嫌いだ。いじわる
なやつは大嫌いだ。」ここでも、ウソをついてしまいます。この後も、ティラノサ
ウルスは、次々とウソをついてしまいます。
　次の日、ティラノサウルスとエラスモサウルスは、浅い海を散歩します。エラ
スモサウルスのしっぽにつかまり、海の中のことを教えてもらったり、次の日も
二人は会って、エラスモサウルスは陸の上をいろいろと見ました。
　それからも、毎日毎日会い続け、ティラノサウルスはエラスモサウルスといつ
までも一緒にいたいと思っています。ずっとずっといつまでも・・・。
　そんなある日、ティラノサウルスは赤い実を取り、海に向かいます。「ガオー！」
大きな声で叫んでも、エラスモサウルスは現れません。そして、日が沈み、赤い
実をかかえながら待ちます。その時、見えました。しかし、エラスモサウルスが
「た、たすけて・・・」と言いながら沈み出します。ティラノサウルスは助けたい
という気持ちだけで、海に飛び込みました。ティラノサウルスがエラスモサウル
スを抱きかかえて上がってきました。



15

　エラスモサウルスは体中にけがをしていました。海の乱暴者のきょうりゅうに
かまれた傷でした。それから、岸に上がり、泣きました。エラスモサウルスはまっ
たく動きません。その時、エラスモサウルスが最後の言葉を残しました。「ほ、ほ
んとうに君は・・こんなに優しい・・ぼくのたった一人のステキな友達さ・・。」ティ
ラノサウルスは、赤い実を一緒に食べたいのに、食べることができず、最後に残
してくれたほほえんだ顔。静かな夜の海に、ティラノサウルスの泣き声が響きま
した。「ウォーーーン！」
　この本を読んでの感想は、私は、弱い者いじめは絶対にダメだと思います。最
近では、いじめで自殺したニュースがありますよね。私はとても心が痛み、どう
していじめをするのか、どうして「いじめ」という言葉が出来たのか知りたいです。
　この本の中でも、海の中の弱い者いじめで、エラスモサウルスが死んでしまい
ましたね。弱い者いじめは絶対ダメだと思いました。
　それと、私は「ありがとう」という言葉は、生まれてから今まで何回か使った
ことがあります。その言葉を使った時の気持ちは、心がすごく温かくなり、相手
もきっと心が温かくなっているでしょう。私は言葉の力がすごいと思いました。
例えば、「こんにちは」と言うと、とても心がすっきりなります。「ありがとう」
を言うと、相手も自分も嬉しくなります。逆に、悪口とか言ったら、相手が怒り、
その言葉が返ってきて、自分も相手も傷つきます。たった一つの言葉で、表情が
変わります。
　この本に出てくるティラノサウルスとエラスモサウルスは、とても仲が良くて、
自分の住んでいる所をお互い教え合いながら、お互いのことを知り、とてもいい
友達だと思いました。友のために助け、赤い実を一緒に食べることが出来なくて、
結局、あれでお別れするなんて、ティラノサウルスがかわいそうで悲しいです。
　友達は、すごくいいものだと思いました。とても感動しました。この本を読ん
で良かったです。

　　　　　『チャーシューの月』を読んで　　　　中一　田中　美有
　村中季衣さんが書いた『チャーシューの月』に登場する明希は、六歳ながら児
童養護施設「あけぼの園」にあずけられる事になった。私はこれまでもこれからも、
こんな経験はしたこと無いし、することも無いと思うから、とても興味深い。
　明希は、ものの覚え方がほかの子とはちょっと変わっていて、比較的暗く、消
極的だったことから、初めはあまりなじめずに、施設でも浮いた存在だった。だが、
同じ施設で気難しい中学生の美香や同級生ののぼる達と生活を送ることによって、
色んな問題にぶつかりながらも自分の意見を言うようになったり、積極的になっ
たりと、少しずつでも変わっていく明希に周りもつられて思いやりの心を持った
り、まるで施設ごと変わっていくような内容は、思わず入り込んでしまう。
　私がこの本を読んだきっかけは、『チャーシューの月』という題名に興味を持っ
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たところをさらに先生がすすめてくれたからだ。
　この本は、最近よく耳にする内容なのに、自分の体験したことのないような物
語で、すぐに夢中になって、本から目が離せなくなるのも魅力の一つだと思う。
　もし私が同じ体験をしたら、話に出てくる美香のように、ぐれてしまうか、今
みたいには明るくしていられないだろう。
　日常がまるで団体行動だと、やっぱり一人の時間も欲しくなる。部屋に戻って
もルームメイトがいるとなると、どうしても落ち着けないと思うから、私は嫌。
　この本の帯には、「『あけぼの園』のように、さまざまな理由で親といっしょに
暮らせない子どもたちが共同生活をおくる児童養護施設は日本全国に約６００か
所。そこで生活する子どもたちは３万人以上もいます。」と書いてある。私は初め
て知った。こんなに数が多いとは思わなかった。「さまざまな理由」とは、病気や
単なる育児放棄なのかもしれない。
　今回、私はこの本を読んで、改めて親について考えた気がする。勿論、親がか
けがえのないものだということは分かっているが、どう大切なのか、もしいなく
なったらどうなるのか、皆にも是非考えてみてほしい。そして、施設にいる子供
達には、幸せになってほしい。そう強く思った。

���������������　　     NHK 的心得���������學校暑期快樂營����������

（一）��小四��古川俊毅

� � � � 暑假中，我去 NHK 見學，很好玩，我到了那裡的時候，� 我們先去九樓玩，我和

徐子龍和矢嶋剛志一起去搖盒子裡面的豆子，聽起來很像海浪的聲音，我們還用杯

子壓在沙子上，聽起來像馬在跑步的聲音。

����然後，我們去一樓玩，我在一樓看到很多玩具和自動攝影，我先去玩遊具，我釣

了小魚和螃蟹還有魷魚。我又玩了玩具車，玩得很開心，最後一個我玩了玩具電車，

我玩得很高興。

����最後，�我們排隊一起拍照，我們拍了三、四張紀念照，然後，我們一起坐電車回

學校。

（二）��小五��黃琳達

����我第一次去 NHK，很新鮮，很好玩，裡面有許多可以體驗的東西，比如：我知道

了電影怎麼拍；用沙子和杯子可以做馬跑的聲音；在扇子上貼了小小的珠子敲一敲

的話，是雨打在屋頂上的聲音，還有我們很幸運看見人家正在拍攝電影。

� � � � 下次我想和家人一起去，也想跟朋友一起去更多的體驗。這次 NHK 見學玩得很

開心，是暑假中最開心的一天！

�　　　　　　　ＮＨＫ見学記　　　　　小四　長谷川圓佳
　八月十八日に私たちは夏いきいきのみんなといっしょにＮＨＫ放送局に行きま
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した。私は何回か、家族やいとこと行ったことがありますが、みんなといっしょ
にいった方がたのしかったです。
　そこは、一かいと、九かいがあります。一かいでは、いろいろなあそび道具が
ありました。そのなかでも、私は、ニュースをよむ人が使う機械でしゃべるのが
すきです。あと、九かいには、いろいろな物をつかってひょうげんするものもあ
ります。海の音は、豆でさい現します。またほかには、雨の音を、うちわに、糸
とビーズをつけて、それをふると、雨の音になります。そして、そのほかには、
いろいろな番組をさつえいしているところが見られます。そのさつえいしている
ところを、小さなテレビで見られます。そのさつえいは毎日かわります。私はそ
こで、すきな番組をやっていたらいいなあと思います。またこんど、みんなといっ
しょにいきたいなあと思います。こんどは、ともだちや、女子でいきたいです。

　　　　　　　　ＮＨＫ見学記　　　　　小四　高木みずき
　八月十九日、私は校外学習でＮＨＫへ行きました。八時四十分ぐらいに着くと、
人数が意外と少なかったのでびっくりしました。
　みんなが来ると、先生が注意することを説明したが、みんなははやく行きたい
ので、とてもさわがしかったです。
　やっと学校を出ると、大国町駅へ行って、みどうすじ線で本町へ行きました。
本町で中央線に乗りかえて、谷町四丁目へ行きました。
　大阪城公園へ着くと、トイレ休けいをすまして、昼食をとりました。そしてお
やつも食べました。
　みんな食べ終わると、ＮＨＫへ行きました。私のグループは先に九階へ行きま
した。ちょうど「まれ」という連続テレビ小説の次の「朝が来た」をさつえいし
ていました。とてもラッキーでした。一階へ戻りました。一階ではままごとなど
がありました。
　私は一番楽しかったのは、「朝が来た」をさつえいしているところでした。なぜ
かというと、一ぱんの人は見られないのに、見られたからです。エレベーターに
乗り遅れるところでした！

������������������　　�中學露營記趣����������中一�　岸部智美

����七月二十日星期一，天氣晴朗，大阪中華學校中學部的同學們將進行兩天的露營

生活。八點三十分，老師讓我們在操場集合，為我們說明各種注意事項，接著，我

們按照順序坐巴士前往兵庫縣的西はりま天文台。

����到了天文台，我們先吃午餐，再跟朋友一起自由活動。我們一行人在斜坡抓了好

幾隻蝗蟲，也去了石頭廣場，還到遠處探險……。我們探險的途中，看見樹林裡有

一個指示牌，有同學拿出智能手機來查詢，結果找不到指示牌所指示的地方。我們

開始害怕，� 不敢往前走。� 所以我們結束探險，返回天文台。自由活動後，我們去參
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加「中� 午的星星、太陽觀察會」。我們用六十公分望遠鏡觀察天空，可惜天氣不好，

再加上時間不夠，不僅觀察不到太陽，很多人連觀察的機會都沒有。過了一會兒，

大家分組做咖哩飯。我是第三組，跟 Linda 老師，中二、中三的同學分工合作。雖

然我們被煙燻弄得眼睛好痛，但是經過辛苦努力，做出了香噴噴的咖哩飯。洗好澡

後，大家又一起去觀測天象。一開始，我們看了好多星星、銀河的照片，非常漂亮，

我忍不住發出感嘆。接著，我們要用叫做「那由多」的望遠鏡去觀測天象。這個望

遠鏡是眾所周知的望遠鏡裡最大的一個望遠鏡。今天又不巧，因為天氣不好，造成

顯度高，所以無法使用這個望遠鏡，讓我們留下了很大的遺憾。接著大家來到戶外，

我抬頭一看，滿天都是小星星，小星星閃閃發光，特別漂亮，讓我有一種浪漫的感覺。

這種風景在都市是無法看到的，我很感動。

�����就這樣，第一天的露營生活結束了，我愉快的進入夢鄉。

����七月二十一日星期二，是露營的第二天，早上七點，大家集合在廣場做早操，然

後吃過早餐，回到房間整理行李。

����大家動作非常迅速，便提早健行活動。從西はりま天文台開始出發，前往朝露展

望台。我們一會兒上坡，一會兒下坡，上坡非常辛苦，但是下坡時，直接往下衝，

非常刺激！在展望台上看到了藍天白雲，綠草叢生的美景，更聽到了黃鶯悅耳動聽

的叫聲，還撿到了特別可愛的松塔兒。

����兩天的露營活動很快的過去了，一轉眼，就到了要返回學校的時間。這次露營，

比我想像中的快樂，而且很有意義，我期待明年也有像今年一樣快樂的露營生活。

���������������　感�謝�的�話�������小二

（一）� 秋田小熙

　我很感謝姊姊，因為我們一起玩遊戲，希望我和

姊姊都能快快樂樂的長大！

（二）� 東中天麒

����謝謝媽媽每天早上幫我做飯，希望我每天都吃得

到媽媽做的好吃的飯。

（三）� 酒井百合子

　我很感謝黃老師，因為上課時，老師教我們中文。

　上課時，她一個人在教室檢查我們三十八個學生

的考試本。希望我能給黃老師多一點的休息時間。
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��������������　暑假生活──西藏之行������������������中一�　劉俣彤

�����這個暑假我和媽媽與外公外婆去青藏高原玩了。

� � � � � 七月十七日我們去的是一個名叫格爾木的地方，「格爾木」在蒙語中的意思是：

河流交匯的地方。那裡平均海拔高兩千八百米左右。在去高原的那天，我發現了一

個特點，格爾木那裡到了晚上九點多鐘天都沒黑。後來我才知道原來青藏高原比較

靠西，所以黑得比較晚。

����七月二十九日等適應高原氣候之後，我們便向一個名叫拉薩的城市去了，那裡比

格爾木還高，擁有許多歷史古蹟和景點，所以遊客是自然不會少的。進入拉薩就等

於進入了一個叫「藏族自治區」的地方，至於為什麼要叫這個自治區，也許是因為

那裡的政府是藏族人民，而更上層的管理官員是漢族的人，高層領導只是傳達中央

指示，而下面的人就要去實行，因此而得名的吧。現在拉薩城內的布達拉宮是建造

在山上的藏氏宮殿，很是雄偉。布達拉宮是藏氏風格至今保留最好的文物了，現已

被列入世界文化遺產。

����八月二日我們加上親戚家組團去林芝，林芝的地理位置在拉薩的西南方，比較靠

近四川， 那裡四季如春，植物又比拉薩茂密，�所以又被稱為「高原上的小江南」的別

稱。我們是一路坐旅遊車去的，�從拉薩到林芝路途中有一個名叫「米拉山口」的景點，

我們都停下車，紛紛去照相，為什麼有名？是因為那裡是五千零一十三米，並且有

公路可以去到那裡，所以有名。我給大家形容一下「缺氧」是什麼感覺，一般人到

了五千米時是人的一個極限，到了五千米之後你就會感覺到想睡覺並有腦痛和腳沉

的感覺，如果當你想睡時，一定要注意不要睡著了，因為你睡了的話，你也許會睡

死過去。給大家提供一個知識，如果你在高原上感冒了一定要趕緊治療，不然的話，

會在肺裡形成水腫，嚴重的話還會致死。八月四日，我們還看了雅魯藏大峽谷。「真

的很壯觀！」我不禁讚嘆著。

����雖然此次西藏之行很短，但我收穫了許多生活的經驗。這美麗的景觀和對你生命

的挑戰相信許多人想去看看了吧！那就心動不如行動，趕快去吧！�

（四）� 季興宇

　我很感謝老師，因為老師很辛苦教我們知識，我

希望老師可以開開心心的過每一天。

（五）� 藤田真帆����

　我很感謝黃老師，因為每天要照顧我們，希望老

師每天都不要感冒。
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　　　　　　　なつのおもいで　　　　　１ねん　吉田　彩夏
　わたしは、きょう、おかあさんといっしょに、トートバッグをつくりました。
ミシンは、むずかしかったけど、たのしかったです。

　　　　　　　なつのおもいで　　　　　１ねん　辺　書宇
　わたしは、ピアノのはっぴょうかいでした。きんちょうしたけど、きもちをお
ちつかせると、こころがかるくなりました。だからじょうずにできました。

　　　　　　　なつのおもいで　　　　　１ねん　張　惠琳
　わたしは、れごらんどにいきました。れごらんどには、いっぱいれごがありま
した。れごとしゃしんをとりました。れごでえいがをみました。

　　　　　　　なつのおもいで　　　　　１ねん　歐　思星　
　ぼくは、ぜんにほんからてたいかいにでました。あいてのこは、ハイキックが
すごくて、ぼくはまけてしまいましたが、つぎはぜったいにかちたいとおもいます。

　　　　　　　なつのおもいで　　　　　１ねん　周　旭陽
　きょうは、かぞくでだいぶつをみにいってきました。このだいぶつは、ねはん
ぞうと、ままがおしえてくれました。ながさ１５メートルです。たのしかった。

　　　　　　　なつのおもいで　　　　　１ねん　陳　律妍
　きのう、わたしはじんじゃへあそびにいきました。スマートボールやボールす
くいをしました。とてもうれしかったです。

　　　　　　　わたしのうで　　　　　　２年　新井野　花音
　わたしは、けがをしました。二週間前のことです。帰りの電車でなりました。
お姉ちゃんがわたしの手を持って、後ろにひっぱったら、少しだけポキッと音が
しました。いたかったです。少しだけないてしまいました。うでをまげて、じっ
とおなかにくっつけて帰りました。一歩ずつ歩くたびに、しびれてきました。
　家に帰って、お母さんに話しました。病院に行きました。はじめの病院では、
よくならなかったので、べつの病院へ行きました。お医者さんが、「ほねとほねの
間に、じんたいがはさまっている」と言って、二回ひっぱってもらいました。し
ばらくしたら、いたみがなくなりました。お母さんは、「よかったね」と言ってく
れました。
　もうあんなけがは、いやです。字もあまり書けませんでした。ごはんを食べる
のも、こまりました。おふろも、一人では、入れませんでした。よくなったので、
本当によかったです。
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　　　　　　　ベッドが来る日　　　　　２年　小西　智信
　今日は、ベッドが来る日です。楽しみにしていますが、夕方五時ごろになりそ
うです。来るまで、ワクワクしています。五時すぎに来ました。
　うんそうやさんが来て、ベッドをさっそくかえました。このベッドは、前より
大きかったです。ベッドは、かたいです。ぼくは、うれしかったです。
　今日は、いいゆめ見るぞ。

　　　　　　　台湾りょこう　　　　　　２年　北川　稜真
　七月二十一日から二十七日まで、ぼくは台湾へはじめて行きました。お母さん
とおばあちゃんとおばさんと四人で台北に行きました。
　一日目は、ティンタイフォンで小ろんぽうを食べました。日本で食べたあじと
同じで、おいしかったです。
　二日目は、かん光をしました。ガイドさんに黄金かんにつれて行ってもらって、
十おく円くらいの金のかたまりを、さわりました。そして九份に行って、台湾りょ
うりを食べて、千と千尋の神かくしの町をみました。楽しかったです。そのあと
十份へ行きました。みんなのけんこうをおねがいしました。お空にとんで行くの
を見て、ゆめがかなうかなと思いました。とても、暑かったです。そのあと、中
国茶をのみました。ちょっとだけにがかったです。むらさき色のゆのみを買って
もらってうれしかったです。そのあと、ふかひれやさんでふかひれを見ました。
サメのふかひれだと聞いてびっくりしました。そのあと、フルーツやさんに行き
ました。マンゴーが大きかったです。お母さんが「おいしい」と言いました。か
んぽうやさんは、くさかったです。
　三日目は、プールに入りました。おばあちゃんもダイエットしてました。ぼくは、
およぎのとっくんをして、少しじょうずになりました。そのあと、夜に夜市へ行
きました。おみせがいっぱいあって、つかれました。ゆびわも買いました。そのあと、
かきごおりを食べました。おいしかったです。
　四日目は、プールでまた、およぎました。ぼくは、プールが大好きです。そのあと、
台北１０1へ行きました。とても高いビルでした。スーパーのおばさんと、中国
語でお話をしました。言えてよかったです。またかきごおりやさんへ行きました。
マンゴーがとてもおいしかったです。
　五日目は、またプールに入りました。そのあと、お母さんたちが、ヘアーシャ
ンプーをたいけんしました。かみの毛がソフトクリームになりました。おもしろ
かったです。その夜にまた、小ろんぽうを食べました。ぼくは、小ろんぽうが大
好きです。
　六日目は、またプールに入りました。どんどん日やけして、黒くなりました。
ふかひれとアワビとイセエビを食べました。ぜんぶおいしかったです。
　帰る日は、かなしかったです。もう少しいたかったです。でも、お父さんに会
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えるからうれしかったです。ぼくは、りょこうが大好きです。いろんな国に行っ
てみたいです。

　　　　　　ピアノのはっぴょうかい　　　２年　喩　梓萌
　きのうは、ピアノのはっぴょうかいがありました。わたしとママとおばあちゃ
んと、いきました。パパがわたしたちを、かい場までおくってくれました。人がいっ
ぱいでした。
　わたしは、４ばんでした。ひいたのは、ドレミとちょうちょでした。うまくひ
けましたが、とってもきんちょうしました。
　たくさんの人の前でピアノをひいて、きんちょうしましたが、たのしかったです。
だからまた、はっぴょうをしたいです。つぎは、もっと長い曲、もっとむずかし
い曲をちょうせんしたいです。
　ママ、パパ、おばあちゃん、はっぴょうかいにつれていってくれて、ありがとう。

　　　　　　名古屋での三日間　　　　　　３年　河野　佳佑
　ぼくは、七月十八日から七月二十日まで、名古屋でとまりました。
　ぼくは俳句が好きだから、名古屋でも俳句を三つ読みました。それから、お姉
さんからいろいろな物をもらいました。
　一日目、ぼくとお父さんはいっしょに「近鉄なんば」からのりかえを三回して
名古屋の新守山に行きました。時間は三時間以上かかりました。ひまでした。新
守山についたら、お父さんの友だちが、車にのってむかえに来ました。まずその
車にのって、おばあちゃんの家に行きました。着いたらそう庫の中のお父さんの
本を見ました。行ってみたら箱の中に入っていて、お父さんとぼくは上の方に上
りました。お父さんが計算すると、一千さつ以上ありました。おどろきました。
そう庫の中を見たら、あしたのる電車（家へ帰る電車ではありません）とせんろ
がありました。あしたが楽しみになりました。それから後で、あばあちゃんにあ
いさつをしました。その日の夜、みんなとおすしを食べました。
　その時よんだ俳句は、
　梅雨明けて　おすしいっぱい　食べすぎた　　です。
　その日は、お父さんの友だちの家にとまりました。つぎの日、ぼくとお父さん
は空き地で他の人もいっしょに、レールを組んだりしました。電車の走行テスト
をする時、近所の人が来ました。その後買い物に行き色々な買い物をしました。
そしてみんなでせんとうへ行きました。
　せんとうで読んだ俳句は、
　夏の夜　せんとうの中　汗ながし　　　です。
　それから晩ごはんを食べました。ちょうどテレビがあったから、「とうそう中」
を見ました。
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　つぎの日（海の日記念日）朝おきてごはんをたべてからルンバを作りました。（買
い物の時に買った大人の科学のふろく）とてもむずかしいので、お父さんにたの
みました。
　朝起きた時に読んだ俳句は、
　せみの声　ふと気がつくと　青い空　　　です。
　それからブックオフに行って立ち読みしました。すごく早かったです。
　ぼくは来年また、名古屋へ行きたいと思います。名古屋でいっぱい俳句を作ろ
うと思います。

　　　　　　　このごろのこと                    ４年　高田　しずく
　八月十五日、私と家族で兵庫県のたつの市という所に行きました。そこは、私
のおばあちゃんの家です。毎年、お盆やお正月に行きます。
　おじいちゃんが亡くなってから、お坊さんが来るようになって、いつもお経を
唱えます。いつも同じお経ですが、今日はちがいます。なぜなら、初盆なので、
初盆用のお経を唱えていました。
　そして、お経を唱え終え、いとこの姉のお母さんと私の母が、おとといお昼に
バーベキューをすると約束をしていましたので、予定通りバーベキューをしまし
た。叔母のお父さんがバーベキューの時、一番最初に焼いてくれる手羽先が、私
とみんなは大好きです。その後、あゆ、ローストビーフ、パン、焼きおにぎり等々、
いろいろな料理が出てきました。私はあゆはきらいなので、他のものは全部食べ
ました。
　その後、また肉を焼きはじめました。私はすることがなかったので、川の土手
で芝滑りをしていました。母が滑ろうとすると、重すぎて前に進みませんでした。
私は、笑いながら写真を撮っていました。
　夜になると、いつもなら打ち上げ花火をしていたのですが、みんなが持ってき
ていなかったので出来ませんでした。
　次の日、朝６時に出発し、大阪に帰りました。私は寝ていました。
　私は、また１０月に会えるので楽しみにしています。なぜなら、１０月は亡くなっ
た祖父の一周忌があるので、親せきがみんな集まります。祖父が亡くなったこと
を思い出すとさびしくなりますが、いとこの姉達に会えるので楽しみです。

　　　　　　　サマースクール　　　　　　5年　尹　真雅
　八月十日～八月十二日まで弟が通ってる学校のイベントで、韓国の学校に行っ
ていない在日韓国人が集まる「サマースクール」に、二泊三日で行ってきました。
私は初参加だったので、ドキドキしながら行きました。
　朝、七時四十五分にバスのある所まで、チャンさんの車に乗って、送ってもら
いました。その間にユナお姉ちゃんとマミお姉ちゃんも車に乗ってきました。私
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はその二人と、知り合いだったので、知らない人ばかりと思っていたけれど、ちょっ
と安心しました。チャンさんがとても面白ろかったので、車の中ではずっと笑っ
ていました。着くと、三、四台のバスが止まっていて、みんなもう乗っていまし
た。私たちは班が別だったので、バスも別になり、出発しました。私たちが泊ま
る場所は滋賀県で、高速道路も渋滞していたので、三時間程かかりました。渋滞
してて一時間四十五分程遅れましたが、バスの中ではサマースクールのテーマソ
ングを練習したり、自己紹介をしたりして、あっというまに着きました。昼ご飯
を食べていなかったので、みんなはらぺこでした。みんなで集まるのは体育館の
ような所で、そこでリーダーさんの話を聞き終わると、弁当が配られて、すぐ食
べました。正直、あまりおいしくなかったけど、おなかがすいていたので、全部
食べました。そして、ちょっとみんなで遊んで、六時くらいになると、また晩ご
飯が配られました。その時、私は全くおなかがすいていなかったしとてもまずかっ
たので、たくさん残してしまいました。そして、その後、部屋に荷物をおきに行っ
て、お風呂に入りました。そしてまた体育館にもどって、韓国の伝統の歌と踊り
を見ました。とってもきれいな歌や踊り、かわいい衣装を見て、私もやってみた
いなあと思いました。そして部屋にもどり、テレビを見て一日目が終わりました。
　二日目の朝、起きて、すぐに体育館に行って体操をして、朝ご飯を食べました。
ちょっと遊んで、大学生たちのげきを見ました。内容も面白かったし、演技も上
手だったので映画を見てるようでした。とても、面白かったです。その後、「チマ
チョゴリ」と言うとてもきれいな服を着ました。私は、仲が良くなった友達二人
とおそろいを着て、写真をとりました。それから、昼ご飯のカレーを食べて部屋
にもどり、少し休んだ後、とっても広い草原でスポーツフェスティバルをしまし
た。最初に「人数」と言うゲームをしました。例えば、誰かが「三人！」と言う
と、三人で集まって、集まれなかった人が負けと言うゲームです。他にも「人さ
がし、あめ玉、ボールとり、リレー」等、たくさんのゲームをしました。その後、
とってもおいしいバーべキューを食べて、お風呂に入って、キャンプファイヤー
とフォークダンスをして、二日目が終わりました。
　三日目の朝、二日目と同じように、体育館で体操をして、朝ご飯を食べて、部
屋にもどって、掃除をして、荷物を体育館において、民族体験をしました。踊り、
キムチ作り、韓国のゲーム等があって、私は韓国のゲームをしました。足で鳥の
羽がついた物をけると言う遊びでした。とても難しかったけど、お手本を見て、
少しはできるようになったので、良かったです。最後にグループごとに写真をとっ
て、写真にメッセージを書いて、みんなで記念写真をとって、三日目が終わりま
した。
　今回、私は初参加のサマースクールでしたが、みんな優しくしてくれて、たく
さん良い友達も作れて、韓国の事もたくさん分かったので、とってもいい思い出
になりました。とっても楽しかったので、来年も行けたらいいなあと思っています。
本当に最高の三日間でした。
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　　　　　　一日中電車に乗った　　　　５年　横沢　大和
　八月二十二日ぐらいに JR西日本の鉄道に乗ってきました。何百キロも移動しま
したが、３６０円しか使っていません。なぜなら、大阪近郊区間内しか乗ってな
いからです。近郊区間内は路線が複雑なので目的地に行くのにどの路線を使って
も最短距離の料金で乗れるというルール̶があり、その特例を利用して鉄道に乗っ
てきました。（しかし、改札を出たり同じ駅を二度通るのは不可）
　まず、家の近くの森ノ宮駅発車の電車に乗りました。大阪で乗りかえて伊丹で
降り、一度きっぷを買い直し、再び福知山線で谷川まで行きました。ここまで来
るともうすぐ日本海なので乗り降りの際はドアの横にあるボタンを乗客が自分で
押して車内に入ります。西脇市、加古川と乗りついで京都につきました。ここで
休けいです。京都駅を選んだ理由は改札内にそば屋、セブンイレブンなどがある
からです。奈良線で奈良に行き、桜井線～和歌山線直通の電車に乗って和歌山ま
で行きました。この二つの路線は線路が古くてゆがんでいる、車両の座席がやわ
らかすぎて上下に人がゆれる、冷房があまりきいていないなど地ごくでした。そ
れに三時間も乗りました。この車両は 105系で、元々東京の地下鉄を走っていま
した。最後は阪和線快速で天王寺、環状線で森ノ宮に行くだけです。
　家に着いたらすぐねてしまいました。

　　　　　　　日記　　　　　　　　　　　　中二　吉田珠理
　八月十五日、私は家族と九寨溝にいきました。
　九寨溝には、たくさんの湖や滝があります。鏡海、珍珠灘滝、五花海など、様々
な名称のものがあり、印象深かったのが、鏡海です。鏡海は、名前のとおり鏡の
ようで、風がなく水面が全く揺れていないときは、周りの木が全て映り込んで、
とてもきれいでした。遠目で見ると、木々が反転していて、何かわかりませんで
した。
　九寨溝の中で、一番きれいで、一番有名なのが五彩池です。五彩池の水は、透
明な水色をしていて、底にある砂や石がはっきり見えるくらい透き通っていて、
きれいでした。
　九寨溝の湖はとてもきれいです。ただ、数が多いので、ほとんど同じように見
えるのが難点ですが、やっぱりきれいです。

　　　　　　　夏休みの帰省　　　　　　　　中三　祝優佳
　夏休みを利用して二日間、母方の祖父母の家へ遊びに行きました。毎年夏に遊
びに行くと、家の屋上でお肉がメインのバーベキューをします。祖父が自分で選
んで買ってくるお肉はとてもおいしくて、私はそれを食べるのが大好きです。
　帰省一日目は午後に祖父母の家に着いたので、日が暮れるまでぐうたらして、
翌日のお出かけの為に体力を温存していました。
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王財貴教授蒞校讀經演講（2015.9.12）

　翌日には祖父母と一緒にお墓参りに行きました。その後、新しく出来た京都桂
川のイオンモールへ行きました。そこで祖父が、「これがおいしいんだよ。」と言っ
て、激辛唐辛子のソースを買って、それについていたキーホルダーをくれました。
とてもうれしかったけれど、あのソースは食べる気がしません。アイスクリーム
ショップで二つ重ねのアイスを買ってもらいました。
　モールの中を一通り巡って家に帰ると、祖父が休みもせずバーベキューの用意
を始めたのです。さすがに夕食には早すぎると思っていると、祖母がこっそり、
孫が来ているからはりきっているのだと教えてくれました。
　日中に外へ出ると暑いので、私は日が暮れ始めてからバーベキューの準備に加
わりました。家族ぐるみで付き合っている近所のおじさんが、食後のデザートに
といってハーゲンダッツのアイスクリームをたくさん持って来てくれました。彼
も毎年バーベキューに参加してくれています。
　準備が全て終わって、私たちはお肉を焼き始めました。祖父が長い間タレにつ
け込んでいたので、お肉はやわらかく、とてもおいしかったです。母の希望では
んぺんを焼きました。金網を使ったので表面にはおいしそうに焼き跡がついて、
実際とてもおいしかったです。みんなが食べ終えて、アイスクリームを食べるこ
ろにはもう日が暮れて、夜の涼しい風が吹いていました。
　楽しい夕食が終わって、片付けもあらかた終わったころ、私が祖父母の家から
大阪市内にある自分の家へ帰る時間になりました。祖父は私をひきとめたい様子
だったので申し訳なく感じましたが、祖母が、
「いつでも遊びにおいで。」と言って笑顔で送り出してくれたので、今度は素直に
「じゃあね。」と言って別れることが出来ました。
　今、この作文を書いている途中でも、そのときの思い出が頭の上に浮かんでき
てなかなか離れません。早く来年の夏になってバーベキューをしたいと思います。

JAL 空服員蒞校演講（2015.9.10）

校園演講活動
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小一�提早寫作（下課了）

石原由也徐�嘉�佑

山中明嘉鄒�樹�音



周�詩�家藤田悠太

周�旭�陽李�霓�拿
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小一�提早寫作（下課了）


