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クラブ紹介 中学校・高校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 년 1 월 30 일발행 

2019 年 1 月 30 日発行 

バレーボール部 

人数：中学 23 名、高校 20 名 合計 43 名   

活動日：毎日（曜日を決めず定期的に休み） 

バレーボール部は現在 43 名の部員が所属しています。中・高とも

目標においている全国制覇を目指し、部旗には「気迫は技を凌駕す

る」を掲げ日々練習に精進しています。中・高とも激戦区である大

阪で、中学は夏の大阪府優勝大会で 3 位の成績を収め、高校は今年

のインターハイ、春高バレーの大阪予選で 3 位の成績でもう一歩の

ところで全国出場を逃しました。今後も学校生活の基本的生活習慣

の習得を重視し全員一致団結して目標に向かって進歩していきた

いと思っています。 

11 月 4 日(日) 大阪地区 春高予選 準決勝・決勝大会  会場：八尾総合体育館 

 

 

 

 

 

 

＜観戦したバレーボール部 3 年生の保護者の声＞ 

春高！！目の前の大舞台！ 

全国を目標に日々の練習・遠征・合宿と戦ってきた子供達！ 

準決勝戦まで戦ってきた姿、泣き崩れた姿。かけがえのない大切な時間を共に

過ごしてきた事を誇りに思います。 

沢山の応援・ご声援は大変心強かった事と感謝いたします。ありがとうござい

ました。 

柔道部 

柔道部は新しく中学生 1名､高校生 1名の初心者が

入り､毎週月曜日、水曜日、金曜日に中田先生､松

崎先生の指導のもと、黒帯習得を目標に活動して

います。 

限られた練習時間ですが､もう少し力がついてく

れば出稽古にも積極的に参加したいと思います｡ 

バスケットボール部 

人数：高校 3 年生 6 名 2 年生 1 名 

中学 2 年生 1 名 1 年生 6 名 

活動日：月～金曜日（学校体育館

や山之内小学校体育館でトレーニ

ングしています） 

高校 3 年生が引退すると、中学が

メインの部活になります。中学生

は OB や高校生と一緒に練習でき

るので、うまく＆強くなります！

現在は来年の春の大会を目指して

日々努力しています。部員募集

中！ 

たくさんの 

応援 

감사합니다！ 
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吹奏楽部 

学校創立当初の鼓笛隊を淵源とし、今年で創部 61 年目

を迎えました。今年は地区代表として大阪府吹奏楽コン

クールに 14 年連続で出場。また、東京で行われた全国

大会にも２年連続で出場し、「優秀賞」を受賞しました。

部員は 23 名と少人数のため、個人の成長が重要視され、

中高生がともに楽しい雰囲気で練習に励んでいます。 

音楽を通して日本と韓国の架け橋になることを誓うとと

もに、地域に貢献する事を目標としています。 

伝統芸術部 

人数：20 名  活動日：毎日 

伝統芸術部は 52 年の歴史を持つ部活動として、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民族

舞踊の習得に励んでいます。日本で生まれた私たちは、自分

たちの文化を学ぶことにより自分たちのルーツを探してい

ます。定期公演や他校との交流をはじめ朝鮮通信使を再現し

た祝典｢ワッソ｣に毎年参加しています。また、夏には日本で

行われる伝統芸能の全国大会にも参加し、毎年好評を得てい

ます。 

テニス部 

안안안안안！私たちはテニスクラブにです。中学

生 3人と高校生 10人の合わせて 13人で活動して

います。今、テニスクラブは毎週水曜部に活動し

ています。テニス初心者の人でも、先生や生徒が

丁寧に教えてくれるので、初心者の人でも大歓迎

です。それに、テニスクラブではみんながフレン

ドリーな感じで楽しくテニスをしてます。気軽に

体験に来てください。 

美術部 

안안안안안. 建国美術部です。私たちは、週に月曜日・木曜

日そして金曜日の 3 日間活動しています。活動時間は、16

時から 18 時の 2 時間で、部員は現在 5 名です。活動内容は、

年 1 回のコンクールに出す作品の制作や、デッサンの基礎か

ら応用まで、また体育祭や文芸祭などの看板の作成などもし

ています。活動場所は学校内に限らず、校外へ風景画を描き

に行くこともあります。現在、大阪の韓国領事館で、部員の

作品が展示されています。ぜひ、見に来てください。 

跆拳道部 

私達は月曜日、水曜日、金曜日に国家代表も指導して

いる李光浩師範の指導を受け、中学生 3 人、高校生 8

人で男女仲良く活動しています。 

試合では、国際大会や国技院での大会で金メダルを獲

得するなど、優秀な成績を収めています。また、体育

祭などでは、板割りなどを披露したりもしています。 

建国の跆拳道部が有名になることを願って、練習をも

っと頑張っていこうと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVD

人数：中学生

活動日：毎週火曜日と木曜日

안안안안안

Valuable Dancer

です。踊りと歌が好きな中・高校生が、ヒップホップ、ジャ

ズ、ポッピン、ハウス、

ダンス、創作ダンスなど、大会出場を目標に練習しています。

音楽編集や、照明、舞台構成に関心のあるマネージャーもお

り、みんなが楽しく踊って学業ストレ

応援よろしくお願いします！

 

ESS

 (English Speaking Society)

人数：

Hello, 

chance to speak English and do 

different English activities. We play 

English games, talk with native 

speakers about different topics, 

watch movies, and even cook 

together,

MVD（ダンス部）

人数：中学生

活動日：毎週火曜日と木曜日

안안안안안! 

Valuable Dancer

です。踊りと歌が好きな中・高校生が、ヒップホップ、ジャ

ズ、ポッピン、ハウス、

ダンス、創作ダンスなど、大会出場を目標に練習しています。

音楽編集や、照明、舞台構成に関心のあるマネージャーもお

り、みんなが楽しく踊って学業ストレ

応援よろしくお願いします！

 

ESS 同好会 

(English Speaking Society)

人数：5 名  

Hello, Our club gives students a 

chance to speak English and do 

different English activities. We play 

English games, talk with native 

speakers about different topics, 

watch movies, and even cook 

together, all using English.

（ダンス部） 

人数：中学生 8 人・高校生

活動日：毎週火曜日と木曜日

! 우리는 MVD

Valuable Dancer の略字で、最も優秀なダンサーという意味

です。踊りと歌が好きな中・高校生が、ヒップホップ、ジャ

ズ、ポッピン、ハウス、K

ダンス、創作ダンスなど、大会出場を目標に練習しています。

音楽編集や、照明、舞台構成に関心のあるマネージャーもお

り、みんなが楽しく踊って学業ストレ

応援よろしくお願いします！

 

(English Speaking Society)

  活動日：月・金

Our club gives students a 

chance to speak English and do 

different English activities. We play 

English games, talk with native 

speakers about different topics, 

watch movies, and even cook 

all using English.

 

人・高校生 20 人 計

活動日：毎週火曜日と木曜日 

MVD 입니다

の略字で、最も優秀なダンサーという意味

です。踊りと歌が好きな中・高校生が、ヒップホップ、ジャ

K-POP、POP

ダンス、創作ダンスなど、大会出場を目標に練習しています。

音楽編集や、照明、舞台構成に関心のあるマネージャーもお

り、みんなが楽しく踊って学業ストレ

応援よろしくお願いします！ 

(English Speaking Society) 

活動日：月・金 

Our club gives students a 

chance to speak English and do 

different English activities. We play 

English games, talk with native 

speakers about different topics, 

watch movies, and even cook 

all using English. 

計 28 人 

입니다!!! MVD

の略字で、最も優秀なダンサーという意味

です。踊りと歌が好きな中・高校生が、ヒップホップ、ジャ

POP、カバーダンス、放送

ダンス、創作ダンスなど、大会出場を目標に練習しています。

音楽編集や、照明、舞台構成に関心のあるマネージャーもお

り、みんなが楽しく踊って学業ストレスを解消しています。

人形劇同好会（無窮花－

人数：4

人形劇同好会「ムグンファ」です。

稚園に行って、紙芝居や絵本の読み聞かせや、人形劇の公演を行った

り、延長保育のお手伝いをしています。

イベントにも参加させてもらい、キッズフェスタで、子どもたちに韓

国語と日本語で紙芝居の読み聞かせをしました。また、ハロウィンの

時には動物の姿に仮装して、園児たちと遊んだり折り紙で折ったかぼ

ちゃをプレゼントしました。

そして、修学旅行で

韓国語で人形劇の公演をしたり、子どもたちと一緒に踊ったり歌った

り、楽しく交流を図りました。

 

Our club gives students a 

chance to speak English and do 

different English activities. We play 

English games, talk with native 

speakers about different topics, 

watch movies, and even cook 
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は Most 

の略字で、最も優秀なダンサーという意味

です。踊りと歌が好きな中・高校生が、ヒップホップ、ジャ

、カバーダンス、放送

ダンス、創作ダンスなど、大会出場を目標に練習しています。

音楽編集や、照明、舞台構成に関心のあるマネージャーもお

スを解消しています。

人形劇同好会（無窮花－

4 人（高校 2

人形劇同好会「ムグンファ」です。

稚園に行って、紙芝居や絵本の読み聞かせや、人形劇の公演を行った

り、延長保育のお手伝いをしています。

イベントにも参加させてもらい、キッズフェスタで、子どもたちに韓

国語と日本語で紙芝居の読み聞かせをしました。また、ハロウィンの

時には動物の姿に仮装して、園児たちと遊んだり折り紙で折ったかぼ

ちゃをプレゼントしました。

そして、修学旅行で

韓国語で人形劇の公演をしたり、子どもたちと一緒に踊ったり歌った

り、楽しく交流を図りました。

家庭科同好会

人数：4 人

今年、家庭科同好会はナンジャンで模擬店を初

めて出店しました。「コイン落としゲーム」を行

い、うまくコインが落とせれば家庭科同好会で

つくったお菓子を景品として差し上げました。

当日の朝は売れるか心配してい

13 時半に完売

評で、別途販売もしました。自分たちで作った

お菓子が美味しく人気だったので、とても誇ら

しく思います

の活動にも積極的に取り組みたいです。

人形劇同好会（無窮花－무궁화）

2 年生）  活動日：月曜日

人形劇同好会「ムグンファ」です。

稚園に行って、紙芝居や絵本の読み聞かせや、人形劇の公演を行った

り、延長保育のお手伝いをしています。

イベントにも参加させてもらい、キッズフェスタで、子どもたちに韓

国語と日本語で紙芝居の読み聞かせをしました。また、ハロウィンの

時には動物の姿に仮装して、園児たちと遊んだり折り紙で折ったかぼ

ちゃをプレゼントしました。 

そして、修学旅行では、台湾にある韓国の幼稚園と小学校を訪問し、

韓国語で人形劇の公演をしたり、子どもたちと一緒に踊ったり歌った

り、楽しく交流を図りました。 

家庭科同好会 

人 活動日：不定期

今年、家庭科同好会はナンジャンで模擬店を初

めて出店しました。「コイン落としゲーム」を行

い、うまくコインが落とせれば家庭科同好会で

つくったお菓子を景品として差し上げました。

当日の朝は売れるか心配してい

時半に完売！ 景品のお菓子がおいしいと好

評で、別途販売もしました。自分たちで作った

お菓子が美味しく人気だったので、とても誇ら

く思います。この活動でいい経験をし、今後

の活動にも積極的に取り組みたいです。

） 

活動日：月曜日

人形劇同好会「ムグンファ」です。主な活動は、毎週月曜日に

稚園に行って、紙芝居や絵本の読み聞かせや、人形劇の公演を行った

り、延長保育のお手伝いをしています。 

イベントにも参加させてもらい、キッズフェスタで、子どもたちに韓

国語と日本語で紙芝居の読み聞かせをしました。また、ハロウィンの

時には動物の姿に仮装して、園児たちと遊んだり折り紙で折ったかぼ

は、台湾にある韓国の幼稚園と小学校を訪問し、

韓国語で人形劇の公演をしたり、子どもたちと一緒に踊ったり歌った

 

：不定期 

今年、家庭科同好会はナンジャンで模擬店を初

めて出店しました。「コイン落としゲーム」を行

い、うまくコインが落とせれば家庭科同好会で

つくったお菓子を景品として差し上げました。

当日の朝は売れるか心配していていました

景品のお菓子がおいしいと好

評で、別途販売もしました。自分たちで作った

お菓子が美味しく人気だったので、とても誇ら

。この活動でいい経験をし、今後

の活動にも積極的に取り組みたいです。

活動日：月曜日 

主な活動は、毎週月曜日に

稚園に行って、紙芝居や絵本の読み聞かせや、人形劇の公演を行った

イベントにも参加させてもらい、キッズフェスタで、子どもたちに韓

国語と日本語で紙芝居の読み聞かせをしました。また、ハロウィンの

時には動物の姿に仮装して、園児たちと遊んだり折り紙で折ったかぼ

は、台湾にある韓国の幼稚園と小学校を訪問し、

韓国語で人形劇の公演をしたり、子どもたちと一緒に踊ったり歌った

今年、家庭科同好会はナンジャンで模擬店を初

めて出店しました。「コイン落としゲーム」を行

い、うまくコインが落とせれば家庭科同好会で

つくったお菓子を景品として差し上げました。

ていましたが、

景品のお菓子がおいしいと好

評で、別途販売もしました。自分たちで作った

お菓子が美味しく人気だったので、とても誇ら

。この活動でいい経験をし、今後

の活動にも積極的に取り組みたいです。 

主な活動は、毎週月曜日に建国幼

稚園に行って、紙芝居や絵本の読み聞かせや、人形劇の公演を行った

イベントにも参加させてもらい、キッズフェスタで、子どもたちに韓

国語と日本語で紙芝居の読み聞かせをしました。また、ハロウィンの

時には動物の姿に仮装して、園児たちと遊んだり折り紙で折ったかぼ

は、台湾にある韓国の幼稚園と小学校を訪問し、

韓国語で人形劇の公演をしたり、子どもたちと一緒に踊ったり歌った

今年、家庭科同好会はナンジャンで模擬店を初

めて出店しました。「コイン落としゲーム」を行

い、うまくコインが落とせれば家庭科同好会で

つくったお菓子を景品として差し上げました。

が、

景品のお菓子がおいしいと好

評で、別途販売もしました。自分たちで作った

お菓子が美味しく人気だったので、とても誇ら

。この活動でいい経験をし、今後

建国幼

稚園に行って、紙芝居や絵本の読み聞かせや、人形劇の公演を行った

イベントにも参加させてもらい、キッズフェスタで、子どもたちに韓

国語と日本語で紙芝居の読み聞かせをしました。また、ハロウィンの

時には動物の姿に仮装して、園児たちと遊んだり折り紙で折ったかぼ

は、台湾にある韓国の幼稚園と小学校を訪問し、

韓国語で人形劇の公演をしたり、子どもたちと一緒に踊ったり歌った
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クラブ紹介 小学校 

＜クリケットクラブ＞ 顧問：George Christodoulou 선생님  

活動日：火曜日  部員：4 年 9 名、6 年 9 名 

2015 年にスタートし、今年、4 年目になります。イギリスから来たジョージ

先生は、自分の国で小学生の時にしていたスポーツを教えたいと思い、クリケ

ット部を始めました。今年入った 4 年生は 6 年生を見習い、ゲームのルールを

理解し、自信を持って楽しいゲームをしています。 

 

＜プンムルクラブ＞ 顧問：李典子선생님 コーチ：車千代美선생님 

活動日：火曜日  部員：4 年 6 名、5 年 2 名、6 年 6 名 

現在、4～6 年生の計 14 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、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、技術を磨

き、10/6 のオリニチュッチェでプンムルを、11/4 の四天王寺ワッソで舞姫の踊

りを披露しました。がんばって練習したので、たくさんの観客の皆さんの前で

も、堂々と笑顔で踊ることができました。 

 

＜伝統工芸クラブ＞  顧問：黄永順선생님  

活動日：水曜日  部員：4 年 12 名 

韓国の材料を活用した多様なものづくり（韓紙を利用した伝統工

芸作品作り、結び目、チョガッポ作りなど）を通して韓国的な美

しさを感じ体験することで､韓国文化を知り、韓国人としてのアイ

デンティティを持つことができるように活動しています。 

 

＜サッカークラブ＞ 

顧問：李相劉선생님、後藤大輔선생님 活動日：火曜日昼休み・水曜日放課後 

部員：4 年 9 名、5 年 3 名、6 年 6 名 

建国の休み時間といえばサッカー。真夏であろうと、真冬であろうと。そのほ

とんどは、サッカー部の子どもたちで、（多くの先輩達と同じように）その伝統

を知らず知らずのうちに引き継いでいます。クラブの練習時間確保が難しい中、

休み時間でも少しずつスキルを磨き、クラブの時間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、練習に励んでいます。 

 

＜ミニバスケットボールクラブ＞ 

顧問：姜英範선생님 張梨惠선생님 活動日：木曜日昼休み・放課後 

現在、4～6 年生の男子 16 人、女子 12 人の計 28 人の部員で

活動しています。練習中、体育館は、元気のよい声、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、対外試合も交えて活動に励んでいます。 
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第 19 回 ナンジャン リポート  （11 月 11 日） 

良い天気となり、大盛況でした！ 先生方、保護者の方々、お疲れさまでした。 

感想とともに、様子をお伝えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高 2 オンマです！ 

舞台は TRIGGER だけ

見ました。初めて見ま

したが、可愛かったです

よ。普段は BIGBANG が

好きですが、ファンにな

りました。 

中 1 オンマです。 
前列に座った外国の方も手拍子
をしていて、楽しかったです。 
今から肉うどんを手伝います。 
唐揚げ、チヂミ、うどん、美味し
かったです！ 

バザー担当の高 1 アッパ
です。 
救急箱 100 円、食器はい
くつでも 50 円です！売
れ行きはいいんですが、
売り上げは少ないです
(笑) 
肉うどんがおいしかっ
たです。 

小 2 のオンマです。 

今年初めての参加です。 

ホットコーヒーが売れ

ていますよ。 

チヂミが並んでいて買

えなかったので、後でも

う一度行ってみます。 

高 2 オンマです。 

サーターアンダギ

ー、飲み物売れて

います！ 

食べた物は、おで

んが美味しかった

ですよ。 

晴れたので、お客

さんも多くて良か

ったです。 

小学校 後藤(선생님)です。 
工作ブースには、5，6 人は
コンスタントに来てくれて
います。 
幼稚園の娘のためにバザー
で制服を買いました。 

小 1 と小 4 オンマです。 

迷路の担当です。日陰な

ので寒いです。 

ヤンニョムチキンが美

味しかったです。 

小学校 黄(선생님)です。 

両手が痛くなるくらい焼いてます。 

400 枚用意しました！ 

高校 平光(선생님)です。 
野菜の売れ行きは上々です！ 
白菜、ネギがよく売れました。 
肉うどんが美味しかったです。
ダシがいいんですよ。 

中１ オンマ 

伝芸部のブースで豚

キムチ屋台トーストを

販売しています。 

売れ行きは◎ 

後で産地直送の野菜

を買いたいです。 

幼稚園 康(선생님)で

す。 

ポテトは売り切れま

した。他も順調に売

れています。 

チヂミが美味しかっ

たですよ。 

校友会 鄭 会⻑ 
肉うどん、美味しいです！ 
今年で 6 年目の参加です
が、キムチも売り切れまし
た。 
この後も買い物を楽しみ
ます。 

チケット当選の皆さま、 

おめでとうございます！ 

前日からの準備も 
お疲れさまでした 



6 

2・3 学期 PTA 活動・学校行事 

10 月 6 日 幼稚園・小学校 『オリニチュッチェ』 

 

 

 

 

 

 

10 月 24 日 小学校 校外研修『蓬莱の肉まん作り』 

 

 

 

 

 

 

11 月 18 日 中学・高校 校外研修『北淡震災記念公園』 

 

 

 

 

 

 

12 月 1 日 高校 校内研修 『親離れ・子離れについて考える』 

 

 

 

 

 

 

1 月 12 日 小学校 校内研修『マインドフルネス』『給食試食会』 

 

 

 

 

 

 

1 月 26 日 中学・高校 校内研修 『アンフラワー』 

 

 

 

 

今年度は建国で行われました。 

各校(建国・金剛・京都国際・東京)の

PTA 代表者が会議に参加し、本校だけ

実施している給食の試食もしていただ

きました。 

1 月 12 日 韓国学校 PTA 連合執行員会 


