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發 行 處    學校法人   

〠 556-0012   

慶祝創校 72週年校慶運動大會  （2018.6.10)                          

Since  1946  

第 177 號 
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<學校通訊> 

一、暑假期間： 

    7月14日至9月2日。 

二、9月1日（六）上午10~12時， 

  中學部返校。 

三、開學日期： 

 1. 開學典禮：9月3日（一） 

     上午8時20分全校同學到校， 

     11時30分放學。(穿制服) 

  3. 正式上課日：9月4日（二） 

     帶便當、給食開始，收檢暑假作業。  

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. 登山郊遊及游泳戲水等戶外活動，

應徵得家長同意，除請家長陪同外，

並注意自身安全，不可私自行動，以

確保安全。 

7. 暑假期間學校辦公時間： 

＊每週一至週五上午九時至下午三時。

（八月十一日至八月十五日連休，

學校不對外開放。） 

    ＊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. 小一、小二遵照導師規定作業。 

   2. 小三~中二各班除任課老師規定 

      以外，假期中需閱讀中、日文 

      書籍並選其中各一冊書寫； 

    ㄅ.中文讀書心得報告一篇。 

    ㄆ.日文讀書心得報告一篇。 

    ㄇ.週記四篇。 

   3. 小三~中二 大字十張 

 六、暑期各項活動日程 

  1.中學露營活動：7月14~15日 

  2.探索營：7月17~18日 

  3.暑期輔導：7月23日至8月24日 

    （上午九時至下午三時） 

 （暑期安親班：下午三時至五時） 

  

2018年度年間行事 

大阪中華學校107學年度暑假生活注意事項 
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學  校  消 息  

1.創校 72週年校慶運動大會寄附金 

  駐日代表處     50,000 円   駐大阪辦事處   50,000円 

  大阪中華總會 270,000 円   （株）モリサワ   10,000円 

   10,000円  洪 勝信先生   50,000円 
  連 茂雄先生  30,000円    李 忠儒先生   20,000円 
  孫 葆青先生   50,000円    刁   銳先生   20,000円 
  吉田 麗女士   10,000円    大和屋修先生   10,000円 
  小林 功先生   10,000円    許 宗健先生   10,000円 

  女士   10,000円  先生   10,000円 
  川口千善女士    5,000円 

2.大阪僑團聯合會贈送飲水機 4台 

3.家長會贈送暑期夏令營及露營活動 100,000円 

在此深表感謝 

連理事長、洪會長等一行，原預定 6 月 18 日端午節前往探望
黃淞山前理事長。當日適逢大阪強震，於是改於 6 月 25 日前
往。黃前理事長身體恢復良好，精神爽朗，相談甚歡。 
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<學校通訊> 

 

學 校 消 息  

(1)駐大阪辦事處新任蘇啟誠處長於 7 月 9 日蒞校視察，在聽取了
陳校長的簡報後參觀校園環境，瞭解了本校推動僑教的情形。 

 

(2)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 7 月 8 日在本校舉辦。本校小 3 至中 2 計 110 名參加測
驗，藉以增進華語文能力，提昇華語文教育。 

 

 

(3)本校獲僑委會協助之自聘教師王彥凱老師，於 6 月 12~15 日回台參
加研習活動。參訪文化大學、莊敬高職、銘傳大學、桃園市成功工
商等 4所學校，並安排參觀臺北孔廟、大稻埕文創產業等景點，認
識臺灣歷史人文文化、優質華文教育，成果豐碩。 
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(4)台北市立忠孝國中教師一行由陳澤民校長率領，於 6 月 19 日

來校訪問觀摩。聽取了陳校長的簡報，及觀摩日語及日社課程教
學、參觀校園環境，瞭解僑校教學的情形。 

 

(5)由文藻外語大學施忠賢副教授率領布袋戲團「三昧堂創意木偶
團隊」和「迴響樂集」於 6 月 25 日來校表演交流，演出精
彩，獲得熱烈迴響。 

 

 

(6)國立東華大學附設實驗小學師生一行由鮑明鈞校長率領於 7 月
4 日來校和本校及鄰近敷津小學小四同學共同進行國際交流，
增進情誼。 

 

 

 

 

(7)替代役教師徐銘鴻老師在校服務為期一年，熱心教學、認真負
責，將於 7 月底退役返國； 9 月起將由新替代役教師黃銘彥老
師接任。 
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<學校通訊> 

慶祝創校 72 週年運動大會 



7 

            -第 177號- 運動會剪影 



8 

<學校通訊> 

20180317            千秋雪 半夕蝶夢 

運動會剪影 
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<學校通訊> 
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<學校通訊> 
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<學校通訊> 
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<學校通訊> 

    うんどう会       小二 紀仲 望朱 

 うんどう会は、赤、白でたいけつするものです。それからフラフープの

やつをやってそれで、はしりました。1 いになりました。それでごはんを

たべてけっしょうせんで 3 いになりました。それから先生のリレーがはじ

まりました。さいごにわたしたちのリレーがはじまり、赤ぐみは、まけ

た。けれどメダルをもらいました。 

 

    うんどう会       小二 古川 弘毅 

 六月十日ぼくがうんどう会でやったことはリレー、ダンス、つなひきと

たまいれです。さいごはぼくがだいひょうでけいひんをうけとりました。

白組がかちました。ぼくも白組の一員です。とてもうれしかったです。か

ぞくもたのしかったって言っていました。 

 

    運動会         小三 于 沙瞳 

 日曜日に中華学校の運動会がおこなわれました。わたしといとこのおね

えちゃんは赤組です。さいしょに 1 年生のどうぶつ運動です。つぎはわた

したちのなわとびです。わたしがなわとびをしたとき 3 回ひっかかりまし

た。さい後に大なわをしました。4年生は 3回とんで、3年生は 2回とびま

す。つぎはかけっこです。わたしは 1 番目にでて 3 いをとりました。けど

さいごは金メダルとれなっかたです。そしてひるごはんは、中華ひやしめ

んをたべました。そして「学校に行く前 5 分」の種目をしました。この

しょうぶは、白組が勝ちました。つぎはつなひきをしました。ほんとは、

わたしはでないけど、4 年生の一人が休んでしまって先生が・・・「だれ

かつなひきをしますか？」と言って 3 人やりたい人がいて、じゃんけんを

したらわたしがかちました。わたしははじめて中華学校の運動会をしまし

た。すごく楽しかったです。 

 

    運動会で印象に残った事     小六 横川 莉淵 

 私が運動会で印象に残った事は、かり物競走と、リレーです。中一、中

二、中三のせんぱいたちが、人の物をかりて、ミッションをクリアする

ゲームです。見ているだけで楽しくなります。みんな、のどがかれるくら

い大きな声を出しておうえんしていました。もちろん、私もいっぱいおう

えんしました。 

 リレーは、みんなおうえんするからって前にいっておうえんしていまし

た。ドキドキ、ワクワクしながら見ました。赤組が白組をぬかした時、す

ごくはらはらしました。でもその後、白組が赤組をぬかしました。白組み

んなよろこんでいました。よろこびながらもさいごまでおうえんしまし
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た。結果、さいご白組がかちました。すごくうれしかったです。 

 小学生さいごの運動会、すごく楽しかったです。 

 

    運動会         中一 岡田 晶 

 私が印象にのこった事はリレーと楽隊です。楽隊は昔からずっと入りた

いと思っていたので入れてうれしかったのと、最初で最後のお兄ちゃんと

一緒に演奏できたのでうれしかったです。リレーは練習の時は白組がよゆ

うで勝っていたのですが、本番ではみんな本気を出したのかすごい接戦で

赤組が一度は白組をおいこしたのですが後半また白組がおいぬいて、最後

あともうちょっとの所で白組が勝ちましたがすごい盛り上がりました。 

 あと、中学生がおどった応援ダンスみたいなのはなぜか緊張しなくて、

心の中がすごい楽しい気分で、練習の成果を発揮できたかなと思います。 

 そして、なによりもキセキだったのが天気です。ニュースでは雨が降る

確率は 80％とか書いてあったのですが、当日個人競走の時 2 回ぐらい小雨

が降ってきて、めちゃ心配したのですが、やんで安心しました。そして運

動会が終わりみんなが帰る頃に雨が降り出して、本当に良かったなと思い

ました。今年は結果白組が勝ってしまいましたが、また来年赤組か白組

どっちになってるか分かりませんが、勝てるようにがんばろうと思いま

す。 

 

          運動会        中二 道上 百恵 

  扇風機の羽根音が響く中、遮光カーテンをサーッと開けると、今にも雨

が降りそうな陰鬱な空が目の前に広がっていた。前日の天気予報では６

０％から９０％で雨が降ると言っていたのだが、天気の神様がほほえんで

くれたのだろう。 

 夏の風が吹く中、私は自分の入場の立ち位置に立った。 

「運動員入場。」 

司会の先生の号令とともに、バトンを持つ私の緊張は天を超え宙に届くほ

ど。バトンはおそらく楽隊の中で一番責任が重いと思っていた。なぜな

ら、一人でも落としたら、台なしになるからだ。緊張で手汗が出る中、指

揮の笛の音が聞こえた。この笛の音とともに、全校生徒が足ぶみを始め

た。バトンを回しているころには私の足はとてつもなくふるえあがってい

た。 

 この行進が終わるころには、私の顔から満面の笑みが離れなくなった。

なぜなら、四人とも成功したからだ。この快感はもう二度と味わえないほ

どだった。 

 体操服に着がえおわるころ、外を見ると、小学生部によるかわいらしい
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<學校通訊> 

ダンスが見えた。 

 このかわいらしいダンスの次に始まったのが、かけっこだ。この競技

は、運動会の中で一番きらいだ。理由は私が走るのが不得意だからだ。だ

から、私の脳内には毎年、この競技で転んでいる思い出しかない。だから

私にとって、この時間は地獄のようだった。 

  中学生部が始まってから１０分もたたないうちに、私の出番がやってき

た。私はスタートラインに立って、コーナーを見つめた。 

「よーい！」 

と先生の声がした。心臓が口からとびでそうなくらいドキドキしていた。 

「バン！」 

という合図とともに私は頭を真っ白にしてまっ直ぐにとびだした。なにも

考えずコーナーをおそるおそる曲がっていった。もうすぐゴールが。だ

が、私の前には今年もゴールテープはなかった。 

 いろいろな競技が続く中、もっとも印象が深いのは最後のリレーだ。私

が学校で練習を見た限りでは、予想は、白組がリードして勝ちという結果

だったが、実際はそうでもなかった。もともとは白組が半周もの差をつけ

ていたが、紅組があとから巻きかえしてきた。その姿はまるで獲物をねら

うチーターみたいだ。熾烈な戦いがくりひろげられた。最終的に白組が大

逆転して勝った。 

 優勝杯が返されるころ、日も落ちかけていて、閉幕式が始まった。結果

発表の時、白組が僅差で紅に勝った。歓声がわき、私もうれしくなった。

来年は最後の運動会となるが、さびしい気持ちだけれども、それを喜びで

おさめたい。 

 

最後の運動会         中三 中島 華蓮 

 今まで九年間、この学校で運動会に参加してきたのも、今年で最後。 

  私がこの学校で初めて運動会に参加したのは幼稚園の時だった。その頃

から私はリレーの選手で、一番最初に走った。最後に走る中三のお兄さん

たちの熱い戦いを見て、自分が将来その人達のように走れるとは思わな

かった。 

 けれど、最後の運動会のリレーが始まるとき、ふと思い出した。 

 いちいちそういえば、あの頃の私じゃ信じられないけれど、今の私はあ

の頃に見ていた中三達のように熱い戦いを見せる立場だ。 

 そう思って見ると、赤組に追いつこうと必死になっている白組が見え

た。そして、白組の思いがつまったバトンを受け取った。私は九年間で一

番の走りをし、赤組の背中を必死に追い掛けた。もう限界だと思ったと

き、一歩引こうと一瞬思った。だが、みんなの声援を聞き、私があの頃に



19 

            -第 177號- 

見ていた熱い戦いが今のことならと思い、一歩引くことだけはあってはな

らないと自分に言い聞かせた。あと少しの距離を、頭を真っ白にして、無

我夢中で走った。赤組とひじがぶつかっても、私は一歩も引かず、前だけ

を見ていた。そして、一周目が終わるころに、私は、もう一周しかない、

何とか抜かしたいと思った。足を前へ前へと進めたその時、声援が高ま

り、赤組を抜かすことができた。でも、まだ力を抜いてはいけないと思

い、少しでも差ができるように、最後の最後まで全力を出した。バトンを

渡す所で私は、 

「最後までいけ！」 

と叫び、バトンを渡した。アンカーの二人は最後まで観客を楽しませてく

れた。 

 結果は、白組の勝利で終わった。今年の運動会は、九年間やってきた中

で一番熱く、一生の思い出になった。  
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この頃のこと        小四 李 霓拿 

 私はまた２年の時と同じように字が小さくなりましたょ～。何でだ

かは、私もよくわかりません・・・。日本語はなれました。でも、ま

だわからない言葉もあります。だから、がんばりたいです。 

 私はなんで日本にいるのかを言いたいと思います。良かったら見て

ください。 

 私の両親はどっちも韓国人です。ママ、パパは韓国で結婚して、日

本に来ました。 

 私を産むために韓国にもどり、５０日後に日本で一年間くらしてみ

ようと言うことで、日本に来たのですが、パパが仕事を始めてから韓

国にもどれなくなってしまい、日本でくらすことになりました。 
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<學校通訊> 

 韓国にいるおじいちゃん、おばあちゃんに会いたいです。もちろん

パパのお姉さんにも。パパのお姉さんは私を自分のむすめのように抱

いてくれたりします。夏休みに、早く韓国に帰りたいです。 

 

電車で見かけた人        小五 長尾 奏花 

 私が電車で家に帰る時、手話で会話していた二人組の女子高生が少

し気になりました。 

 その二人は最初、ホームで時刻表を見ながら、何かお喋りをしてい

るように見えました。よく見ると、口は動いているけれど声が出てい

なくて、耳に補聴器を付けていて、耳が不自由な人なんだなと気付き

ました。手話で会話をし、うなずいたり笑ったり、とても楽しく会話

している様子でした。電車に乗り、その二人は仲がよさそうに携帯を

見ながら、本当に楽しそうに笑っていました。世の中には、耳が不自

由な方が居ることは勿論知っていました。耳が聞こえないことは、一

言喋りたいだけでも大変なんだろうなと思っていたけれど、この二人

を見て、最初は健常者だと見受けられたくらい、大変そうに見えませ

んでした。 

 不自由なことなんて何もないという事は決してないと思いますが、

楽しいひとときと言うのは、みんな同じなんだなと思いました。ある

日の帰り道、そんなふうに思いました。 

 電車で帰る時間は、想像、発見、時には考えたり出来る、私にとっ

てとても有意義な時間です。 

中一調理實習 (2018.７.3) 

校內活動 
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游泳訓練 (2018.７.２) 

中二調理實習 (2018.７.11) 

中三調理實習 (2018.7.2) 

全校作文比賽 (2018.７.9) 
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幼班作品－大豐收 

楊謙臣 

幼稚班大豐收 

立田藍子 

和中三共進午餐 (2018.5.28) 
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王騰彬 

川崎未來 

施添欣 

孫禕璠 

大澤美佳 張光希 

陳律璇 余優雅 

山下莉子 
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小一作品 

宮崎禾帆 政木彩希 

張浩正 長尾宗醍 
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尾﨑奧莉薇 

小一作品 

ㄐ 
一

土屋彩葉 董佳瑩 

柗本柚子 
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小二提早寫作 

鳴海杏香 吉田朱璃 

林玥希 張媛淇 
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張 月 琳 

小二提早寫作 

乙川俊翔 

ㄐ 
一

泉水大河 

阪本希楽楽 
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<學校通訊> 
小一日文提早寫作 

小山莉衣咲   

陳韓瑜 

張浩正 

柗本柚子 
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小一日文提早寫作 

張宇那 

長尾宗醍 

河東心奈 

劉昱軒 

ㄐ 
一


