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<學校通訊> 

大阪中華學校108學年度春假生活注意事項 

一、春假期間： 

    3月20日至4月5日。 

二、4月3日（五）上午9時～12時， 

  新小六、中二、中三返校。 

三、開學日期： 

 1. 新生入學日：4月4日（六） 

     上午十時。(在校生不參加)， 

     上午8時20分到校，11時30分放學。 

  2. 開學日：4月6日（一） 

     上午8時20分全校同學到校， 

     11時30分放學。 

  3. 正式上課日：4月7日（二） 

四、假期生活注意事項： 

1. 做好個人健康管理，避免不必要的外

出，全力防範新型肺炎。 

2. 早睡早起，維持規律生活。勿沉迷電

玩網路，每天幫父母做家事。 

3. 飲食要注意清潔，不可暴飲暴食。 

4. 注意不良少年引誘，不參加校外不良

活動。 

5. 行路時要注意交通安全，並遵守交通

規則。 

6. 時時自覺、自治、自愛，並盡力維護

校譽。 

7. 學校假期辦公時間：上午十時至下

午三時（星期六、日及國定假日除外）  

學校電話：06-6649-6849 

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.週記一篇。  

2020 年度年間行事 

◆義捐消息◆ 

1.2019學年度畢業典禮寄附金 

  東京代表處    50,000円           大阪辦事處 50,000円 
  大阪中華總會 50,000円          俞秀霞女士 50,000円 
2.家長會贈送中二台灣修學旅行       28,000円 
3.大阪日華親善協會                100,000円 
4.大阪中華總會婦女會               10,000円 
5.王汝昌先生                       10,000円 
6.焦明男先生                       10,000円 
7.防疫口罩寄付 
  張逸華先生 1800 枚  中間由美子女士 300枚   蔡淑芬女士 30枚 
8.孫啟芳先生寄付自動酒精消毒器一組 

             在此深表感謝 
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雲端畢業典禮 (2020.3.14) 

雲
端
學
生
作
品
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<學校通訊> 

 
2020年度高校入試合格發表 

 

                                                      2020 年３月 19 日現在 

  

＜私立＞ 

  大阪夕陽丘学園高等学校（文理進学）         １名 

        （英語国際）         １名 

     ◆常翔学園高等学校（文理進学）          １名 

  大阪緑涼高等学校 （文理）          １名 

           ◆（調理師）          １名 

     ◆上宮高等学校（プレップ）           １名 

  昇陽高等学校（保育福祉）           １名 

     ◆香ヶ丘リベルテ高等学校（ファッションビジネス） １名 

  四天王寺東高等学校（Ⅱ）           １名 

     ◆東大阪大学敬愛高等学校（総合進学）         ４名(3 名) 

     ◆羽衣学園高等学校（進学）           １名 

     ◆関西大学北陽高等学校（文理）          １名 

     ◆大阪 YMCA 国際専門学校           １名 

     ◆英真学園高等学校（文理特進）          １名 

     ◆クラーク記念国際高等学校           １名 

 

＜公立＞ 

     ◆西高等学校（教育情報科）                     １名 

     ◆大阪ﾋ゙ｼ゙ﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校（ｸ゙ﾛー ﾊ゙ﾙﾋ゙ｼ゙ﾈｽ科） ２名 

     ◆東淀川高等学校（普通科）                  1 名 

     ◆今宮高等学校（総合学科）                 １名 

     ◆咲くやこの花高等学校（総合学科）                １名 

     ◆八尾翠翔高等学校（普通科）           １名 

 

        ◆ 的是進學的高校   １ 9 名，回國升學 １名 
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2019學年度畢業生進學現況 

 

                                                      2020 年３月 19 日現在 

 

＜中學部第６７屆畢業生＞ 

       早稲田大学                      １名 
       神戸大学                               １名 
       神戸市外国語大学                        １名 

 

＜小學部第７３屆畢業生＞ 

  本校中学部                  １４名 
  水都国際中学校                                   ３名 
  木津中学校                   １名 
       日本橋中学校                 ３名 
       難波中学校                   １名 
       今宮中学校                   １名 
       堀江中学校                   ２名 
       夕陽丘中学校                  １名 
       西中学校                           １名 
       昭和中学校                        １名 
       生駒中学校                        １名 
       住吉第一中学校                  １名 
       豊中第十六中学校               １名 
       阪南中学校                        １名 
       喜連中学校                        １名 
       千里金蘭中学校                １名 
       同志社香里中学校                １名 
       清風南海中学校                  １名 
       清風中学校                        １名 
       四天王寺中学校                  １名 
       マレーシア留学                 １名 

  

  ＜幼學部第 5 ３屆畢業生＞ 

  本校小学部                                       １８名 
  小路小学校                                         １名 
  豊津第二小学校                                   １名   
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大阪中華學校 敬賀 

  台北駐大阪經濟文化辦事處   處 長 李 世 丙 

 給大阪中華學校應屆畢業同學的贈言 
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祝  辭 
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祝福與勉勵 

                                        校  長  陳 雪 霞 

    時光荏苒，一轉眼，已是畢業時節，在深深的不捨與祝福中，校長

謹代表全體師生，向中學部第七十屆、小學部第七十三屆、幼學部第五

十三屆應屆畢業生及家長們道

賀，恭喜全體畢業生學而有

成，即將踏上新的里程。 

    畢業是一段學程的結束，

也是另一個階段的開始；在這

畢業之際，回想起各位同學來

到本校進入幼班、小學，升上

中學，度過了幼少年的黃金時

光，在這裡每位同學不僅身心茁壯了，學識增長了，也結交了許多好朋

友，留下了美好的回憶，更從師長的諄諄教誨中，學會了做人處世的道

理。 

    大阪中華學校創校以來，一直秉持著中華文化固有倫理道德的精

髓，作為生活教育的準則，讓同學們在潛移默化中培養高尚的人格，蘊

育美好的氣質。在倫理道德已經淡漠的現代社會中，四維校訓的精深內

涵，啟發著我們所有師生，展現人性良知良能的光輝，無論天涯海角，

希望同學們銘記在心，讓「 禮義廉恥」伴隨大家走向圓融的人際社會，

迎向幸福的人生。 

    中學部畢業生報考高校，都能依自己的實力金榜題名，可喜可賀。

也希望同學們畢業後，把握機會繼續學習華語文，華語文是中華學校最

具特色的重要課程，也是現今國際社會中的主流語言，學好華語文，將

幫助自己在未來就職工作上，在國際社會中，與人溝通互動，都能擁有

最好的工具。   
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    在大家即將踏出校門的此刻，校長還要提醒同學們，今天能夠學而

有成，除了自己的努力外，回顧從小到大，不知受到家庭、學校、社會

上多少人的照顧與扶持，希望同學們要常存一份感恩的心，尤其要記

住，能夠就讀日本關西地區唯一正統的華僑學校，是難能可貴的，大家

要珍惜，感念華僑先進們創校辦校的苦心，牢記母校培育的恩澤、老師

們的耐心教導、家長會的配合，、理事會的努力經營，還有辦事處、僑

委會及大阪府的支持，這麼多的愛心是同學們永恆的後盾，期待同學們

從這當中，學會服務奉獻，長大後能夠發揮自己的才能，樂於回饋社

會，為母校爭光。 

    即將離開母校的同學們！充滿愛與歡樂的大阪中華大家庭，將在你

往後的人生歲月中，帶給你無限的信心與勇氣，進入新環境後更要繼續

努力，當你遇到困難與挫折時，別忘了回母校來充電，這裡永遠是你們

溫馨的家。 

    最後，謹祝福大家抱著大阪中華學校的驕傲與自信，展翅高飛、鵬

程萬里。
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       卒業にあたって      中三 尹 眞雅 

 冬が終わり、桜が咲き始める準備をする。暖かい３月の風に吹かれ

ながら、私たちは喜怒哀楽の全てが詰まったこの中華学校を卒業す

る。  

 長いようで短く、短いようで長かった３年間。あんなに固かった通

学カバンが今では使い古されてしまい、すっかり柔らかくなってい

る。今思えば、この３年間のほとんどが楽しく、笑顔だった。勿論、

辛いこともあった。仲良い友の転校、大好きな先生の転勤、尊敬する

先輩方の卒業、友だちとの喧嘩、受験勉強。この三年間で何度泣いた

かわからない。でも、時の流れはすごいもので、今はあの号泣したこ

とも、喧嘩し怒鳴り散らしたことも一つの笑い話になっている。そし

て私の大切な思い出となっている。 

 楽しかった思い出といえば、やはり修学旅行。みんなでいろんな観

光地に行き、ホテルで夜な夜な騒ぎ、美味しいものを食べ、写真を撮

りまくった 3 泊 4 日の台湾旅行。他にも一致団結して頑張った運動会

や文化祭、学芸会、真夏のキャンプ、行ったことのある場所への遠

足。これら１つ１つに思い入れがあり最高の思い出だ。しかし、一番

の思い出は何だろうと考えたとき、答えはそれらではなかった。中学

校３年間で一番の思い出は休み時間だ。みんなでお菓子を食べて先生

に叱られたり、他愛もない会話をしてゲラゲラ笑ったり、廊下で走り

回ったり、ワイワイお弁当を食べたり…そんな毎日が本当に楽しくて

幸せな時間だった。卒業したらこの当たり前の日常が当たり前でなく

なり、やがてこの日々が懐かしいと感じてゆくようになるのだと思う

と寂しくてたまらない。卒業式の日が近づくにつれ、卒業したくない

気持ちが強くなっている。だから残り少ない毎日を大切にしようと

思っていた矢先の二週間の休校は私にとって信じ難く、底知れない悲
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しみを覚えた。急な別れがこれほどまで辛いとは知らなかった。健康

第一だといってもあまりに残酷だ。だが決まったことは仕方がない。

それに私たちの友情と深い絆は、この事態になど負けはしない。卒業

式では笑って、泣いて、最後にまた笑いたい、二十人で一緒に。 

 歩きなれた道、毎日見慣れた大国町の文字。古びてはいるが、どこ

か安心感のあった校舎、親しみ馴染んだ先生方、楽しいとき、笑いた

いとき、泣きたいとき、どんな時でも一緒で家族より長い時間を共に

した友達。笑い声で溢れていた教室と廊下。全てに別れを告げなけれ

ばならない。常に笑っていて男女の壁がなく、しんどいときは助け合

えた家族のようなこのクラスが大好きだった。目が合った時、ニコッ

とできたあの瞬間が嬉しかった。みんなと過ごせて幸せだった。長い

人生のうちのたった三年間だったが、この三年間は私の一生忘れるこ

とのない宝物だ。幼稚園から１１年間、私のかけがえのない日々が全

て詰まったこの学校を卒業するのは本当に寂しい。でも、今は声を大

にしてこの言葉を言いたい。「ありがとう、謝謝」。 

 ３月 14 日、暖かい春の風に吹かれながら私たちは卒業する。思い出

を胸に、大人へとまた一段、階段を上る。
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      先輩方への送ることば     中二 蒋 惟 



14 

<學校通訊> 



15 

            -第 187號- 



16 

<學校通訊> 



17 

            -第 187號- 



18 
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畢業賀電 
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大阪春節祭 2020 



21 

            -第 187號- 



22 

<學校通訊> 

學生園地 
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小二提早寫作 

小山莉衣咲 

浅尾恒治 張 恩 智 

松下琴之 
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小二提早寫作 

李 裕 輝 

張 浩 正 米田陽紀 

歐 承 燁 

ㄐ 
一
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小一作品 一天的時間(課文仿寫) 

乙川俊翔 

小西日和 西村優佳 

何 成 晟 
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呂 紹 瑜 傅 墨 頌 

ㄐ 
一
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<學校通訊> 
小一作品 一天的時間(課文仿寫) 

乙川俊翔 

小西日和 西村優佳 

何 成 晟 
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小一作品 一天的時間(課文仿寫) 

呂 紹 瑜 

鄭 至 宏 尼加提娜迪婭 

傅 墨 頌 

ㄐ 
一
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2018學年度中國語班發表會 (2019.3.9) 
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中國語班發表會 (2020.2.29) 
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