
 

 
連合会⻑

アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重
く感じています。
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく

 
⾼等学校会⻑

アンニョンハセヨ！今年度⾼校会⻑をさせて
いただきます、
建国⾼校の生徒たちは、ルーツやそれぞれの目
的意識も様々です。保護者の⽅々の想いや学校
に求めるものも多様だと思いますが、「⼦ども
達が充実した⾼校生活を送り、そこで成⻑して
欲しい」と願う保護者の気持ちは同じだと思い
ます。
保護者同⼠が交流でき、学校・先生⽅ともより
連携できるような場作りを、⾼校
作っていきたいと思っています。保護者自身も
「楽しみ」「成⻑できる」
す。ご協⼒お願い致します！

 
 
 
 
 
☆PTA
 
☆PTA

幼・⼩の参観があったため、
⾦洪仙さんによる講演会もありました。
中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。

 
☆統一マダン生野

建国の宣伝を兼ね、ファチェ（韓国風
柚⼦チューハイ

 
☆体育祭（運動会）

天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。
PTA

 
 
 
 
 
 
 
☆幼稚園交流会

スイカ割りや流しそうめんを
楽しみました。

 
☆小学校懇親会

今年は学校内でバーベキューを⾏いました。
前⽇から
当⽇は楽しい時間が過ごせました。

連合会⻑ 
アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重
く感じています。
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく

⾼等学校会⻑
アンニョンハセヨ！今年度⾼校会⻑をさせて
いただきます、
建国⾼校の生徒たちは、ルーツやそれぞれの目
的意識も様々です。保護者の⽅々の想いや学校
に求めるものも多様だと思いますが、「⼦ども
達が充実した⾼校生活を送り、そこで成⻑して
欲しい」と願う保護者の気持ちは同じだと思い
ます。 
保護者同⼠が交流でき、学校・先生⽅ともより
連携できるような場作りを、⾼校
作っていきたいと思っています。保護者自身も
「楽しみ」「成⻑できる」
す。ご協⼒お願い致します！

PTA 会議 

PTA 総会、
幼・⼩の参観があったため、
⾦洪仙さんによる講演会もありました。
中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。

☆統一マダン生野
建国の宣伝を兼ね、ファチェ（韓国風
柚⼦チューハイ

☆体育祭（運動会）
天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。
PTA では

☆幼稚園交流会
スイカ割りや流しそうめんを
楽しみました。

☆小学校懇親会
今年は学校内でバーベキューを⾏いました。
前⽇から下ごしらえなどの
当⽇は楽しい時間が過ごせました。

アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重
く感じています。PTA
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく

⾼等学校会⻑ 
アンニョンハセヨ！今年度⾼校会⻑をさせて
いただきます、姜季児
建国⾼校の生徒たちは、ルーツやそれぞれの目
的意識も様々です。保護者の⽅々の想いや学校
に求めるものも多様だと思いますが、「⼦ども
達が充実した⾼校生活を送り、そこで成⻑して
欲しい」と願う保護者の気持ちは同じだと思い

保護者同⼠が交流でき、学校・先生⽅ともより
連携できるような場作りを、⾼校
作っていきたいと思っています。保護者自身も
「楽しみ」「成⻑できる」
す。ご協⼒お願い致します！

 4/15(

、記念講演会
幼・⼩の参観があったため、
⾦洪仙さんによる講演会もありました。
中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。

☆統一マダン生野 出店
建国の宣伝を兼ね、ファチェ（韓国風
柚⼦チューハイを販売しました。

☆体育祭（運動会）
天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。

では飲み物やキムチ販売を⾏いました。

☆幼稚園交流会 6/1
スイカ割りや流しそうめんを
楽しみました。 

☆小学校懇親会 7/1(
今年は学校内でバーベキューを⾏いました。

下ごしらえなどの
当⽇は楽しい時間が過ごせました。

アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

PTA の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく

アンニョンハセヨ！今年度⾼校会⻑をさせて
姜季児です。

建国⾼校の生徒たちは、ルーツやそれぞれの目
的意識も様々です。保護者の⽅々の想いや学校
に求めるものも多様だと思いますが、「⼦ども
達が充実した⾼校生活を送り、そこで成⻑して
欲しい」と願う保護者の気持ちは同じだと思い

保護者同⼠が交流でき、学校・先生⽅ともより
連携できるような場作りを、⾼校
作っていきたいと思っています。保護者自身も
「楽しみ」「成⻑できる」PTA
す。ご協⼒お願い致します！

(土)、6/3

講演会、中⾼懇親会
幼・⼩の参観があったため、
⾦洪仙さんによる講演会もありました。
中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。

出店 5/21(
建国の宣伝を兼ね、ファチェ（韓国風

を販売しました。

☆体育祭（運動会） 6/10(
天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。

飲み物やキムチ販売を⾏いました。

/17(土) 
スイカ割りや流しそうめんを

 

7/1(土) 
今年は学校内でバーベキューを⾏いました。

下ごしらえなどの
当⽇は楽しい時間が過ごせました。

アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく

アンニョンハセヨ！今年度⾼校会⻑をさせて
です。 

建国⾼校の生徒たちは、ルーツやそれぞれの目
的意識も様々です。保護者の⽅々の想いや学校
に求めるものも多様だと思いますが、「⼦ども
達が充実した⾼校生活を送り、そこで成⻑して
欲しい」と願う保護者の気持ちは同じだと思い

保護者同⼠が交流でき、学校・先生⽅ともより
連携できるような場作りを、⾼校 PTA
作っていきたいと思っています。保護者自身も

PTA 活動を目指しま
す。ご協⼒お願い致します！ 

6/3(土)、

、中⾼懇親会
幼・⼩の参観があったため、PTA
⾦洪仙さんによる講演会もありました。
中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。

5/21(⽇)
建国の宣伝を兼ね、ファチェ（韓国風

を販売しました。

6/10(土) 
天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。

飲み物やキムチ販売を⾏いました。

 
スイカ割りや流しそうめんを 

 
今年は学校内でバーベキューを⾏いました。

下ごしらえなどの準備を
当⽇は楽しい時間が過ごせました。

アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく

アンニョンハセヨ！今年度⾼校会⻑をさせて

建国⾼校の生徒たちは、ルーツやそれぞれの目
的意識も様々です。保護者の⽅々の想いや学校
に求めるものも多様だと思いますが、「⼦ども
達が充実した⾼校生活を送り、そこで成⻑して
欲しい」と願う保護者の気持ちは同じだと思い

保護者同⼠が交流でき、学校・先生⽅ともより
PTA として

作っていきたいと思っています。保護者自身も
活動を目指しま

、7/1(土)

、中⾼懇親会 5/13(
PTA 総会は

⾦洪仙さんによる講演会もありました。 
中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。

) 
建国の宣伝を兼ね、ファチェ（韓国風ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ

を販売しました。 

天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。
飲み物やキムチ販売を⾏いました。

今年は学校内でバーベキューを⾏いました。
をし、 

当⽇は楽しい時間が過ごせました。 

アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく

アンニョンハセヨ！今年度⾼校会⻑をさせて

建国⾼校の生徒たちは、ルーツやそれぞれの目
的意識も様々です。保護者の⽅々の想いや学校
に求めるものも多様だと思いますが、「⼦ども
達が充実した⾼校生活を送り、そこで成⻑して
欲しい」と願う保護者の気持ちは同じだと思い

保護者同⼠が交流でき、学校・先生⽅ともより
として

作っていきたいと思っています。保護者自身も
活動を目指しま

)   ☆韓

5/13(土) 
総会は 11 時からの開催

 
中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。

ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ）

天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。
飲み物やキムチ販売を⾏いました。 

今年は学校内でバーベキューを⾏いました。 

アンニョンハセヨ。今年度連合会⻑を務めさせて頂く、玄由美
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国
⼦どもの目線を⼤切にしながら皆様と共に創っていく PTA を目指しがんばりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

中学校会⻑
アンニョンハセヨ
⻑を務めさせて頂く事になりました、
申します。中学校と⼩学校に⼦どもがおります。
世間では、思春期と呼ばれる中学生達ですが、
少し⾒⽅を変えて今しかない貴重な時間を保
護者の⽅と共有出来たら幸いです。
また、各校の保護者の⽅とも協⼒してより良い
建国になり
ます。
1 年間どうぞよろしくお願い致します。

 
 
 

☆韓 P 連執⾏委員会

 
からの開催

中⾼懇親会は、例年通り給⾷室にて⾏われました。 

）、柚⼦ジュース、

天気にも恵まれ、無事運動会が開催されました。 

玄由美と申します。平素は
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国

を目指しがんばりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

中学校会⻑ 
アンニョンハセヨ
⻑を務めさせて頂く事になりました、
申します。中学校と⼩学校に⼦どもがおります。
世間では、思春期と呼ばれる中学生達ですが、
少し⾒⽅を変えて今しかない貴重な時間を保
護者の⽅と共有出来たら幸いです。
また、各校の保護者の⽅とも協⼒してより良い
建国になりますよう微⼒ながら努めてまいり
ます。 

年間どうぞよろしくお願い致します。

連執⾏委員会

からの開催でした

、柚⼦ジュース、

と申します。平素は
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国

を目指しがんばりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

アンニョンハセヨ。2017
⻑を務めさせて頂く事になりました、
申します。中学校と⼩学校に⼦どもがおります。
世間では、思春期と呼ばれる中学生達ですが、
少し⾒⽅を変えて今しかない貴重な時間を保
護者の⽅と共有出来たら幸いです。
また、各校の保護者の⽅とも協⼒してより良い

ますよう微⼒ながら努めてまいり

年間どうぞよろしくお願い致します。

連執⾏委員会 6/24(

でした。 

、柚⼦ジュース、 

と申します。平素は PTA
この⽩頭学院は⽇本の中でも数少ない⺠族学校ですので、この学院を選択された保護者の⽅々の期待や思いも強いと感じており、それだけにこの⼤役の責任を重

の役割はまず、⼦ども達がこの建国でより充実した学校生活を送れる様に応援していく事が基本ですが、それだけではなく、理事会や先生
⽅とも協⼒しながら様々な活動を通して、保護者もまた⼦どもと共に成⻑していく貴重な場でもあると考えます。
また、幼・⼩・中・⾼にそれぞれの特⾊を連合会として全体で共有し協⼒しあう事ができるのも建国

を目指しがんばりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

2017 年度の中学
⻑を務めさせて頂く事になりました、
申します。中学校と⼩学校に⼦どもがおります。
世間では、思春期と呼ばれる中学生達ですが、
少し⾒⽅を変えて今しかない貴重な時間を保
護者の⽅と共有出来たら幸いです。
また、各校の保護者の⽅とも協⼒してより良い
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