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이번에는 클럽 소개호입니다！ 백두 학원에서 활동하고있는 클럽 동호회를 소개합니다. 

今回はクラブ紹介号です！ 白頭学院で活動しているクラブ・同好会をご紹介します。 
 
 
 
건국 중학교・고등학교에는 현재 6 개의 클럽・동호회가 활동하고 있습니다. 각각 어떻게 활동하고 있는지 소개해 주셨습니다. 

建国中学校・高校では現在６つのクラブ・同好会が活動しています。それぞれどのように活動しているのか紹介していただきました。 
（①部員数 ②活動日 ③紹介等） 

 

 
①２３名 

③伝統芸術部は、創部以来、韓国と日本、アジアの架け橋となる

ことを願い、韓国の伝統打楽器や⺠族舞踊の習得に日々励んで

います。今年度の伝統芸術部は中学校 1 年⽣を 6 人迎え、中高

合わせて 23 人で活動を開始しました。 

夏には、13 年連続⼤阪府代表として、全国高等学校総合⽂化

祭 宮城⼤会 郷土芸能部門'に出場しました。会場ではたくさん

の声援と拍手をもらい、私たちにとってとてもいい思い出とな

りました。8 ⽉後半には韓国の最⻄南端の珍島にある国⽴南道

国楽院に国楽研修に⾏き、私たちの祖国で直接指導を受けるこ

とができました。本当に貴重な体験をすることができました。 

今後は、⼤阪私⽴中学校高等学校芸術⽂化祭典、四天王ワッソ、

近畿総合⽂化祭、京都朝鮮通信使、などの数多くのイベントへ

の出演が決まっており、今年度も充実した活動をしていきま

す！また、来年 1 ⽉ 8 日には私たち伝統芸術部の第五回定期公

演を控えています。 

これからも、私たちは日々活動に精進していきますので、ご支

援、ご声援、よろしくお願いします。 
 

 

 

①中学⽣ 7 名、高校⽣ 3 名(8 ⽉現在) 

②原則日曜日以外(⻑期休暇中は別途) 

③建国中学校・高等学校テニス部は、中高合同で和気あいあいと

した雰囲気の中にも、試合で勝つことを目標に個人個人のレベ

ルアップを図れるよう努⼒しています。過去には、⼤阪府⼤会

優勝や全国⼤会出場といった実績をあげていますが、近年は部

員不⾜にも悩まされ、思ったような成果を出すことができてい

ません。学校での学習を第一にして、テニスを通じて豊かな人

間形成を図る事を目標に、誰でも協⼒して一緒に楽しめる部活

動を目指して頑張りたいと思います。 

 

 

 

①２９名 

②祝・日曜日のみ休日（多忙期は除く） 

③夏の吹奏楽コンクール、関⻄⼤会出場・⾦賞受賞を目指して

日々練習に取り組んでおります。今年の夏のコンクールにおい

ては、悲願であった関⻄⼤会出場・⾦賞受賞を成し遂げること

ができました。これも保護者の方をはじめとするたくさんの

方々の応援があったおかげであると感じております。私たち建

国吹奏楽部は、部員同⼠皆仲が良く、きつい練習の中にもいつ

も笑顔があります。演奏に関して、お互いが意⾒を譲らず⾔い

合うこともありますが、合奏がはじまると１つの曲に対して皆

が心を一つに出来るチームです。私たちの練習の成果をいつも

応援してくださる皆様に⾒て頂くために、毎年５⽉に定期演奏

会を⾏っております。今年はいつも応援してくださる地域の

方々に感謝の気持ちを込めて、秋にも演奏会を企画しておりま

す。ぜひ、お越しください。カムサハムニダ！ 

 

 

 

①２名 

②⽉曜日、⽊曜日、⾦曜日 

③안녕하세요? 私たち美術部は、⻩正賢선생님のご指導のもと、

高校 2 年⽣ 2 名で活動をしています。活動場所は南館５階の美

術室です。また、活動場所は⽉曜日、⽊曜日、⾦曜日です。活

動内容は、主に学校から依頼された看板のデザインやコンクー

ルに出品する作品、デッサン、油絵などいろいろなジャンルに

毎回チャレンジしています。これだけに拘らず、日々部員のし

たいことに挑戦しています。ぜひ、気軽に⾒学しに来てくださ

い。男⼥共に⼤歓迎しています。 

 

 

 

①１３名 

③高校 3 年⽣ 5 名、2 年⽣ 3 名、中学⽣ 2 年⽣ 1 人、1 年⽣ 4

名で活動しています。去年より⼩野선생님も加わり、練習に励

んでまいりました。総体、選手権⼤会、いずれも 2 回戦で敗退

しましたが、高 3 ⽣最後の試合は BEST32 のチームと接戦の末

の敗戦でした。また、バスケ以外の人間教育にこそ⼒を⼊れて

おり、公式戦、練習試合と、どの現場に⾏っても、建国の⽣徒

たちは礼儀もスポーツに打ち込む姿勢もすばらしいとの評価

をいただくようになりました。その結果、少人数の部活ですが、

練習試合の依頼も多くいただいています。 

本年度や、3 年前に中学で地区 3 位になったときにも、なぜか

部員がそんなときに限って⼊りません（苦笑）。部活としての

雰囲気や、実績は形になって良いものが表れてきていますので、

是非多くの部員の加⼊をお願いします！ 

次の目標は、中学⽣の試合出場です！応援よろしくお願いしま

す！ 

 

 

①５名 

②不定期 

③1 年⽣の新⼊部員が 3 名増え、現在 3 年⽣ 1 名・2 年⽣ 1 名の

合計 5 名で活動しています。新⼊部員とのはじめての活動内容

は、『ベイクドチーズケーキ作り』でした。メニュー決定から

買い物、調理まで⾃分たちで楽しく作りました。はじめはお互

い緊張した様子でしたが、完成したチーズケーキを食べながら、

次回は何を作ろうかな?と会話をしていました。調理だけでな

く、裁縫や編み物もしてみたいと積極的な意⾒があり、多方⾯

の活動を予定しています。 

 

バスケットボール部 

テニス部 美術部 

吹奏楽部 伝統芸術部 

家庭科同好会 

中学校・高校編 
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클럽 활동을하고 있는 ４～６학년 학생들. 참가하고 있는 아이들은 어떤 활동을 하고 있을까요. 가르쳐 주셨습니다. 

クラブ活動をしている４〜６年⽣。参加している児童たちはどのように活動しているのでしょうか。教えていただきました。 
（①クラブ人数 ②活動日 ③紹介 ④顧問） 

 

 
①１８名 

②火曜日 

③現在４年⽣から６年⽣の計 18 人で活動しています。毎

年６⽉の運動会でプンムルを経験した下級⽣が、「もっ

とチャングが上手くなりたい。」「６年⽣になったら運動

会でケンガリをたたきたい。」と目標を持って⼊部して

きます。１学期は、学年毎にプッ、チャング、ケンガリ、

チンの各楽器をパート別に練習し、⾃分の技術を上げて

きました。現在は四天王寺ワッソに向けて練習に励んで

います。友だちやオンマ、アッパの前で踊ることができ

るので気合が⼊っています。ぜひ観に来て下さい。 

④李福子선생님、⾞千代美선생님（コーチ） 

 

 
①１２名 

②火曜日 

③部員約 12 名で週に１回活動しています。 

初心者から慣れた上級⽣まで、色々な子どもたちが日々

練習しています。 

練習時間の中で、子どもたちは、様々な表情を⾒せてく

れます。限られた練習時間の中で、笑い、助け合い、励

ましあい、汗を流す。子どもたちのキラッと輝く瞬間が、

活動の中でたくさんあります。 

ソフトボールクラブは、これからも、仲間との絆を⼤切

にしながら活動していきます。 

④後藤⼤輔선생님、李典子선생님 

 
①１１名 

②水曜日 

③韓国の独特な材料を利⽤した物作り（韓紙を使った多様

な伝統工芸品、メドゥプ、チョガッポなどの作製）活動

を通して、韓国的な美しさを感じ、韓国⽂化を知り、韓

国人としてのアイデンティティーを持つことができる

ように願っています。 

④⻩永順선생님、⾦恩貞선생님 

 

 

①１８名 

②火曜日(昼休み/放課後）水曜日 

③建国の休み時間といえばサッカー。たとえそれが真夏だ

ろうと、真冬だろうと。その多くは、サッカー部の子ど

もたちで、多くの先輩達と同様、その伝統を知らず知ら

ずのうちに引き継いでいるのだと思います。全体での練

習時間の確保が難しい中、そういった時間で少しずつス

キルを磨き、練習では一つ一つのプレーを⼤切にし、チ

ーム全員で喜び、悲しみ、サッカーを楽しんでいます。

最近では三⼤⼤会と称して、７⽉「オリニフットサル全

国⼤会」、９⽉「⽣野アドバンスカップ」、３⽉「私⼩連

⼤会」の上位⼊賞を目指し、胸に「KEONGUK」のユニ

ホームを着て、試合に、練習に日々励んでいます。 

④李相劉선생님、太源燮선생님 

 

 

 
①２６名 

②⽊曜日（昼休み/放課後） 

③現在バスケットクラブは、４年⽣から６年⽣の男子１７

人、⼥子９人の計２６人の部員で活動しています。対外

試合にも積極的に参加しており、⽊曜日の放課後の体育

館は、元気のよい声で活気と笑顔にあふれています。 

バスケットは一人ではできません。友だちとの関わりの

中でバスケットができる環境に感謝しながら、活動に励

んでいきたいと思います。 

④姜英範선생님、梁真規선생님 

 

 

①１８名 

②⽊曜日 

③クリケットは、イギリスでは⼩学⽣みんなが楽しむ、と

てもメジャーなスポーツです。野球のようにボールとバ

ットを使って遊びます。2015 年度より始まり、今年で

3 年目。今年度は、昨年から続けて活動している部員達

を含む、18 名でのスタートです。 

Leg before wicket!  Run!  Stay!  Nice catch! ･･･

英語が飛び交う中、 “Good team work.” で毎週楽し

く活動しています。 

④George Christodoulou 선생님、張梨惠선생님 

 

 

 

 

본지 편집 중에 전통 예술부와 취주악부에서 기쁜 소식이 도착했습니다. 

전통 예술부는 오사카시 중학교 가을 체육 대회 댄스부에서 최우수상을 

수상, 취주악부는 취주악 콩쿨 관서대회 소편성부에서 금상을 각각 

수상하였습니다.축하합니다！ 

좋은 계절 가을인데, 요즘 장마나 태풍이 영향이 많아 외부에서 활동이 

많은 클럽으로써는 너무나도 활동하기 어려운 여건이 계속 되고 

있습니다. 높고 푸른 하늘과 시원한 바람이 좋은 가을의 날씨가 빨리 

오기를 소망합니다. 

本紙を編集中に伝統芸術部や吹奏楽部から嬉しい報告が届きま

した。 

伝統芸術部は⼤阪市中学秋期体育⼤会のダンスの部にて最優秀

賞、吹奏楽部は吹奏楽コンクール関⻄⼤会の⼩編成の部にて⾦賞

をそれぞれ受賞しました。おめでとうございます！ 

せっかくの過ごしやすい季節なのに、⻑⾬や台風の影響で外で活

動することが多いクラブには残念な天候が続いていますね。早く

秋晴れが続いてくれることを願っています。 

 

クリケットクラブ 

ミニバスケットボールクラブ 

サッカークラブ 

伝統工芸クラブ 

ソフトボールクラブ 

プンムルクラブ 

小学校編 


