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この世で最も気高く偉大な愛は、次世代のために尽くす慈父の愛である。

この地に生まれた子供たちは、朝鮮労働党総書記・朝鮮民主主義人民共和国国務委員長であ

る金正恩同志の肉親の愛を受けながら幸せに育っている。

全国の子供たちにとって金正恩総書記の懐は、何物にも比べようのない最も温かく大切な愛

の世界である。

祖国の未来である子供たちのための仕事を国事中の第一の国事と見なす総書記は、国家の負

担で全国の子供たちに乳製品をはじめとする栄養食品を供給することを党の政策として打ち出

し、一番素晴らしい児童病院や少年団野営所、少年宮殿も立派に建てるようにした。

遠い現地視察の途次、新築なったすみかで思う存分遊びたわむれすくすく育つ子供たちの姿

が見たくて立ち寄ったが、童心の世界を邪魔してはと長い時間運動場で子供たちの明朗な歌声

や笑い声を聞くだけで大きな満足を覚える金正恩総書記！

子供たちのために歩み続けた金正恩総書記の愛の道には、降りしきる雨に打たれながら児童

病院の建設現場に出向いて工事を最上の質的水準で行うように指導した日もあり、平壌児童百

貨店を訪ねて子供たちに喜ばれる知能玩具をより多く売るようにと細やかに教えた日もある。

全般的12年制義務教育の恩恵を受ける児童・生徒の学用品や制服、かばんに至るまでいちい

ち気を配り、一つも欠かさず行き渡らせるために心血を注いだ労苦は筆舌に尽くしがたい。

ノート工場を訪れて各種のノートが滝のように次々と流れ出る様子を見ては、今日はあまり

にも嬉しくて眠れそうにないと言ったその声が子供たちの耳にこだまし、かばん工場へ行っ

て自ら学生かばんを背負い、ひもの厚さまで気を使う姿が子供たちの目にありありと焼き付

いている。

国務に忙殺される中でも立派に改築された少年団野営所を再び訪れ、一日中少年団員たちと共

に落成の喜びを分かち合う総書記と子供たちの関係は、世人が羨む温かい親子の関係である。

子供のためならあの空の星をも取ってやりたい気持ちで、幾多の苦労を楽とし、あらゆる愛

情を注ぐ金正恩総書記！

朝鮮少年団創立節慶祝行事を盛大に催して全国の少年団員の明るい未来を祝福した総書記の大い

なる愛情を胸に刻み、子供たちは美しい夢と抱負を抱いて国の担い手にたくましく育っている。

才能の翼を心ゆくまで広げて世界に向けてはばたく朝鮮の子供たちは、金正恩総書記を「父

なる元帥」と声高らかに呼んでいる。

金正恩総書記と最も近しい血縁の関係を結んでいる子供たちのこの純潔な呼び名には、朝鮮

の独特な姿があり、生気と活力が満ち溢れるより明るい未来があるのである。

朝鮮の子供たちは、偉大な慈父の懐で何羨むことなく幸せに育ったこの素晴らしい日々をい

つまでも忘れず、将来、金正恩朝鮮の輝かしい歴史を創造していくであろう。

キムジョンウン
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何羨むことなく

育つように

金正恩総書記は、祖国の未来である子供たちを立派に育てること

を最も重大な事業と見なし、子供たちに充実した養育条件を提供す

るために常に心血を注いでいる。

困難であるほど子供たちに真心を尽くし、その愛の力で未来を創

造していく金正恩総書記の気高い意志によって、朝鮮の子供たちは

成長・発育において一番重要な年齢期である託児所、幼稚園の時に

国家から乳製品をはじめとする栄養食品を供給されており、すべて

の条件が揃っている幸福の揺籃ですくすく育っている。
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金正恩総書記は、革命指導の多忙な中でも常に子供た

ちを訪ね、彼らの明るい笑顔にこの上ない喜びを感じて

いる。寒い日にも暑い日にも子供たちのことを気遣って

訪ねまた訪ねる温かい慈父の懐の中で、朝鮮の子供たち

は何の心配もなくすくすく育っている。

子供たちと共に

慶上幼稚園の子供たちと共にいる金正恩総書記

チュチェ101(2012)年5月
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何羨むことなく育つように
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慶上幼稚園を訪ねた金正恩総書記　チュチェ101(2012)年7月
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何羨むことなく育つように
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子供たちと共にいる金正恩総書記　チュチェ101(2012)年11月
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平壌基礎食品工場を視察しながら工場の託児所を訪ねた金正恩総書記

チュチェ102(2013)年6月

島防御隊の視察中、人民軍将校の息子を抱き上げる金正恩総書記 

チュチェ101(2012)年8月
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何羨むことなく育つように
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平壌児童百貨店を現地で指導する金正恩総書記　チュチェ101(2012)年7月

平壌市の中心部の風光明媚な場所に位置している平壌児童百

貨店を改築するようにした金正恩総書記は、児童用商品を保障

する問題、各階に子供のための室内遊戯場を設ける問題、知能

玩具を販売する問題に至るまで関心を払い、開店を控えた百貨

店を視察した際には商業サービス活動の準備状況をいちいち確

かめ、子供たちと人民が好んで訪れる百貨店にならなければな

らないと強調した。

子供の笑い声があふれる
商業サービス施設に
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子供たちが好んで訪れる

平壌児童百貨店
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子供たちが病気にかから

ずすくすく育つようにする

ために児童病院の建設を発

案した金正恩総書記は、雨

の降りしきる工事現場に足

を運び、建設で提起される

問題を解決して、この病院

を子供の総合的な医療施設

に整えるようにした。

玉流児童病院を
子供の総合的な
医療施設に

児童病院の建設現場を視察する

金正恩総書記　

　　　　　 チュチェ102(2013)年7月
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チュチェ102(2013)年10月に開院した玉流児童病院 



祖国の未来のために・何羨むことなく育つように

何羨むことなく育つように

25



祖国の未来のために・何羨むことなく育つように

何羨むことなく育つように

27

病院の中の「学校」
近代的な医療設備が完備している平壌の玉流児

童病院では、入院中の子供たちも授業を受けるこ
とができる。
入院する子供たちの名前はカルテにだけでな

く、年齢期に合わせて設けられた教室の出席簿に
も記入される。
「幼稚園教育室」、「小学校学習室」、「中学

校学習室」という表札のついている病院の教室で
は患者服を着た子供たちが授業を受けている。
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何羨むことなく育つように

玉流児童病院を訪ねた金正恩総書記

チュチェ103(2014)年3月
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平壌幼児食品工場を訪ねて

平壌幼児食品工場を現地で指導する金正恩総書記　チュチェ104(2015)年11月

乳飲み子用粉ミルク、栄養重湯の粉をはじめと

する数十種の栄養食品を生産する平壌幼児食品工

場を訪ねた金正恩総書記は、製品の質を世界的レ

ベルに引き上げることについて強調し、子供たち

が好んで求めるかどうかは製品の質に対する評価

基準になると深い意味をこめて語った。

工場では、総書記の意を体して栄養食品の質を

高め、生産を正常化している。
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平壌幼児食品工場
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育児政策を党と国家の 
最重要政策として

朝鮮労働党中央委員会第8期第3回総会を

指導する金正恩総書記

チュチェ110(2021)年6月

チュチェ110(2021)年6月に開かれた朝

鮮労働党中央委員会第8期第3回総会で

は、国家の負担で全国の子供たちに乳

製品をはじめとする栄養食品を供給す

ることを朝鮮労働党の政策とする問題

が討議された。

金正恩総書記は総会で、千万金を投

じてもより改善された養育条件を提

供するのは党と国家の最重要政策であ

り、最高の宿願であると強調した。



何羨むことなく育つように



何羨むことなく育つように

託児所や幼稚園で

幸せに育つ子供たち



何羨むことなく育つように
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何羨むことなく育つように
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子供たちは幼稚園で就学前教育を受け
ながら才能を伸ばしている。



何羨むことなく育つように



院児たちの

実の親になって

金正恩総書記は、真心をこめて父母のいない院児たちの生活の

すみずみまで気を配っている。

宮殿のような新しい建物を建て、季節ごとに新しい服やさまざ

まな栄養食品も日常的に供給して幸せに育つよう見守ってくれる

金正恩総書記の懐の中で、院児たちは実の親の愛はどんなもので

あるかを肌で感じている。
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平壌育児院を訪ねて院児たちを懐に抱く金正恩総書記

チュチェ103(2014)年2月

平壌愛育院を訪ねて国際児童デーを迎える院児たちを祝う金正恩総書記

チュチェ103(2014)年6月
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院児たちの実の親になって
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院児たちの新しいすみかを

整えるために

院児たちの顔に一点の影も射さないように常に

心を砕く金正恩総書記は、彼らに母親の懐のよう

な温かいねぐらを与えるために全国の育児院、愛

育院を立派に整えるようにし、手ずから建設現場

に足を運び、設計と施工、完工に至るまで一つ一

つ指導しながら心血を注いだ。

平壌育児院、愛育院の建設現場を

視察する金正恩総書記　

　　　　　　　チュチェ103(2014)年6月
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竣工を間近にした元山育児院、愛育院を

現地で指導する金正恩総書記

チュチェ104(2015)年4月
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平壌の風光明媚な大同江畔に立派な生活環境と
教育条件、医療施設を完備して建てられた平壌育
児院と平壌愛育院は世人が羨む愛の揺籃である。
院児たちは、この宮殿のような育児院と愛育院

で実の母親の情愛を肌で感じながらすくすく育っ
ている。

完工した平壌育児院、愛育院

完工した平壌育児院、愛育院を視察する金正恩総書記　チュチェ103(2014)年10月
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平壌育児院、愛育院を訪ね、
新年を迎える院児たちを祝う　

金正恩総書記

　　　　チュチェ104(2015)年1月
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院児たちの実の親になって
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元山育児院、元山愛育院の竣工式でテープカットをする院児たち　チュチェ104(2015)年6月
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院児たちの実の親になって
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全国の各道にも育児院、愛育院が立派に建てられた。元山育児院と元山愛育院

平城育児院

南浦育児院

新義州愛育院
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院児たちの実の親になって
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平壌育児院と各道の育児院では父母のいない
孤児だけでなく、三つ子たちも国家の恩恵の
下にすくすく育っている。
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1月8日水産事業所を現地で指導する金正恩総書記　チュチェ105(2016)年11月

院児への魚類供給を重視して

1月8日水産事業所は、全国の育児院、愛育院、初等・中等

学院、養老院に魚類を専門に供給する水産事業所である。

金正恩総書記は、院児たちへの魚類供給を人民軍での軍

需品保障と同様に重視し、1月8日水産事業所から大漁の報

告を受けるたびに一番喜んでいる。



祖国の未来のために・院児たちの実の親になって

院児たちの実の親になって

71



祖国の未来のために・院児たちの実の親になって

院児たちの実の親になって
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新築なった平壌中等学院を視察する金正恩総書記　チュチェ105(2016)年7月

金正恩総書記は、育児院、愛育院で育つ院児たちの成
長と教育にも責任を持ち、彼らが学齢期になると初等学
院、中等学院で思う存分学び生活するようすべての条件
を保障している。
あたかも親しい兄弟のように並んで建てられた初等学

院、中等学院には、院児たちの年齢上の特性に即して生
活環境と教育条件が整えられている。
実の親の情にも比べられない偉大な愛情がこもってい

る揺籃で、世に何羨むことなく生活する院児たちの笑顔
にはいつも幸せが満ち溢れている。

院児の成長と教育に
　　　　　責任を持って



院児たちの実の親になって

平壌中等学院
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新築なった平壌初等学院を視察する金正恩総書記　チュチェ106(2017)年2月
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平壌初等学院の院児たちと

共にいる金正恩総書記

　　チュチェ106(2017)年2月
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平壌初等学院



院児たちの実の親になって

平壌初等学院の院児たち
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院児たちの実の親になって

万景台革命学院は、国の解放と祖国

守護、国の富強・繁栄のために貴い命

を捧げた烈士たちの子女を国家が全的

に担当して育てる教育機関である。

金正恩総書記は、院児たちの実の親

になって共に旧正月を過ごしたり、植

樹をしながら、彼らの成長と発展に心

を砕き、労苦を傾けている。

総書記の愛情と信頼の下、院児たち

は革命の未来を担って立つ頼もしい継

承者に育っている。

愛国の血統をしっかり
継いでいくように

万景台革命学院を訪ね、ソル（旧正月）を

迎える院児たちを祝う金正恩総書記

チュチェ101(2012)年1月
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院児たちの実の親になって

87

万景台革命学院の院児たちと共に植樹をする金正恩総書記　チュチェ106(2017)年3月
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万景台革命学院の院児たち
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康盤石革命学院の院児たち



金正恩総書記は、すべての児童・生徒が全般的12年制義務教育
の恩恵の下に自分の希望と才能を思う存分開花させるようにし、
制服や学用品に至るまで子供たちのためなら万事を差し置いて実
の親の気持ちで気遣っている。
朝鮮では、就学前教育から小学校、初級・高級中学校をはじめ

とする中等一般教育の全過程が、全般的12年制義務教育によって
法律的に保障されている。

学びの翼を

広げるように
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全般的12年制義務教育の実施に関する法令の公布
全般的12年制義務教育は、朝鮮民主主義人民共和国政府が実施してきた全般的11年制義務教
育の深化・発展であり、中等一般教育システムの新たな高い段階である。

チュチェ101(2012)年9月25日に開かれた朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第12期第6回会議では、
全般的12年制義務教育の実施に関する法令が公布された。



学びの翼を広げるように

1年間の就学前教育を終えて
小学校に入学する子供たち
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学びの翼を広げるように

児童の成長・発育を十分に保障するとともに、
自然と社会に対する基礎知識を与えて中等教育
を円滑に受けられるようにする。

5年制小学校教育



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

101

3年制初級中学校教育

3年制高級中学校教育

生徒に中等一般基礎知識を与える。

実際に活用できる基礎技術知識を与える。



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

103

生徒の制服の見本を見る

金正恩総書記

チュチェ102(2013)年9月



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

105

ミンドゥレ・ノート工場を現地で指導する金正恩総書記

チュチェ105(2016)年4月

母親のような気持ちで
金正恩総書記の発案と細心の指導の下に建設されたミンドゥ

レ・ノート工場では、幼稚園から大学に至るまで全国の児童・

生徒・学生に供給するノートを専門に生産している。

工場の建設に関する貴重な教えを与え、「ミンドゥレ・ノー

ト工場」と命名した総書記は、チュチェ105(2016)年4月、工場

を訪ねて子供たちに良質のノートを供給できるようになったと

大きな満足の意を表し、生産者はわが子のノートを綴じてやる

母親の気持ちでノートを作るようにと強調した。



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

107

学びの翼を広げるように

ミンドゥレ・ノート工場



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

109

離れたくない工場と言って

平壌かばん工場を現地で指導する金正恩総書記　チュチェ106(2017)年1月

金正恩総書記は、子供たちに見栄えのする良質のかばんを供給す
るために平壌かばん工場の建設を発案した。
チュチェ106(2017)年1月、工場を訪ねた総書記は、児童・生徒の

趣味や好み、美感に合ういろいろな形と色のかばんを作るべきだと
し、新しいランドセルを背負って喜ぶ全国の子供たちの姿を思い描
き、ここに来てみると工場が気に入って離れたくないと言って満足
の意を表した。



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

111

平壌かばん工場



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

113

学びの翼を広げるように

学用品
子供たちに喜ばれる

全国の子供たちは小学校に入学する時、国家から
「ヘバラギ(ひまわり)」学用品を支給される。

「ヘバラギ」



学びの翼を広げるように



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

117

平壌教員大学を子供の教育を
 受け持った教育者養成の原種場に

改築なった平壌教員大学を現地で指導する金正恩総書記　チュチェ107(2018)年1月

子供の教育を受け持った教育者養成の原種場である平

壌教員大学を立派に改築するようにした金正恩総書記

は、自ら大学を訪ねて、実力の高い教員が教える子供

の中から国の未来を担って立つ錚々たる人材が輩出す

るとし、平壌教員大学の教職員は教育事業にきれいな

良心を捧げるべきだと強調した。



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

119

子供たちを国の担い手に育てることのでき

る教育者の後進として準備している。



学びの翼を広げるように



祖国の未来のために・学びの翼を広げるように

学びの翼を広げるように

123

学びの翼を広げるように

季節ごとに新しい制服や学用品の供給を受ける児童・生徒たち



学びの翼を広げるように

全国少年空想科学文芸作品及び模型展示会―2019



子供の教育を国の前途を左右する重要な問題と見なし、彼らの成長、

発展に傾ける金正恩総書記の労苦には限りがない。

金正恩総書記は、子供たちを祖国の未来を担って立つ人材に育てる

ために、国務に忙殺される中でも少年団大会に臨席して意義深い祝賀

演説を行い、記念写真も撮って、深い愛情と配慮をめぐらしている。

国の担い手、

未来の主人公に



祖国の未来のために・国の担い手、未来の主人公に

国の担い手、未来の主人公に

129

朝鮮少年団創立66周年慶祝朝鮮少年団全国連合団体大会で祝賀演説を行う金正恩総書記

チュチェ101(2012)年6月

チュチェ101(2012)年6月、2万余名の子供たちが特別飛行機や

特別列車に乗って平壌に集まってきた。

人々の耳目を引いたこの幼い特別賓客は、朝鮮少年団創立66周

年慶祝行事に参加する全国各地の少年団代表であった。

チュチェ101(2012)年6月6日、金日成競技場では金正恩総書記

の臨席の下に朝鮮少年団創立66周年慶祝朝鮮少年団全国連合団

体大会が盛大に催された。

意義深いこの日、総書記は祝賀演説で「愛する全国の少年団員

のみなさん！」と愛情を込めて呼び、明日の強盛朝鮮を支える

柱となれと祝福の言葉を述べた。

明日の強盛朝鮮を支える柱となれ

キムイルソン



祖国の未来のために・国の担い手、未来の主人公に

国の担い手、未来の主人公に

131

朝鮮少年団創立66周年慶祝行事の代表たちに会い、彼らの未来を祝福する金正恩総書記

チュチェ101(2012)年6月



祖国の未来のために・国の担い手、未来の主人公に

国の担い手、未来の主人公に

133

朝鮮少年団第7回大会に臨席した

金正恩総書記

チュチェ102(2013)年6月



祖国の未来のために・国の担い手、未来の主人公に

国の担い手、未来の主人公に

135

朝鮮少年団創立70周年慶祝行事の代表たちと

共に公演を観覧する金正恩総書記

チュチェ105(2016)年6月





祖国の未来のために・国の担い手、未来の主人公に

国の担い手、未来の主人公に

139

朝鮮少年団第8回大会に臨席した金正恩総書記

チュチェ106(2017)年6月



祖国の未来のために・国の担い手、未来の主人公に

国の担い手、未来の主人公に

141

朝鮮少年団第8回大会参加者たちと共に

記念写真を撮る金正恩総書記 

チュチェ106(2017)年6月



国の担い手、未来の主人公に



児童・生徒の課外教育に深い関心を払った金正恩総書記は、新し
い世代が一生の思い出になるキャンプ生活をし、課外教育も受けら
れるように教育施設を一新するようにした。
総書記は全国各地にある少年団野営所や少年宮殿を改築するよう

にし、工事の全過程に深い関心を払って数回にわたって現地で指導
した。
子供のためなら億万の金も惜しまない朝鮮労働党の次世代に対す

る愛情が凝縮されている課外教育施設では、『われら幸せうたう』

の歌声が限りなく響き渡っている。

立派な課外教育

施設を整えるために



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

金正恩総書記は、松涛園国際少年団野営所

を改築することを発案し、工事の初期からたび

たび現場を訪ねて細やかに指導した。総書記の

献身と労苦により、松涛園国際少年団野営所

は、児童・生徒のキャンプ生活に必要な諸条

件を総合的に備えた野営所に一新された。

朝鮮の各道（直轄市）に建てられた野営所

でも児童・生徒たちが楽しいキャンプ生活を

送っている。

松涛園国際少年団野営所を 
立派に改築するために

改築されている松涛園国際少年団野営所を

現地で指導する金正恩総書記

チュチェ103(2014)年2月



チュチェ103(2014)年5月に竣工した

松涛園国際少年団野営所

立派な課外教育施設を整えるために



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

松涛園国際少年団野営所の竣工式に臨席した金正恩総書記

チュチェ103(2014)年5月



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

学生少年と共に松涛園国際少年団野営所の竣工を祝う全国少年サッカー競技大会の

決勝戦を観る金正恩総書記　チュチェ103(2014)年5月



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

155

学生少年と共に松涛園国際少年団野営所の竣工を祝う牡丹峰

楽団の公演を観覧する金正恩総書記　　チュチェ103(2014)年5月



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

157

忘れられない思い出となる

キャンプの日々



立派な課外教育施設を整えるために



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために
161

立派な課外教育施設を整えるために



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために
163

馬息嶺スキー場 冬季キャンプでの楽しい

立派な課外教育施設を整えるために



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

165

万景台少年団野営所から子供の
笑い声が響き渡るように

金正恩総書記は、金日成同志によって建設され、金正日

同志によって名づけられた万景台少年団野営所を立派に整

えるよう指示を与え、自ら改築形成案を指導した。

改築なった野営所に足を運んだ総書記は、わが党の次代

愛が凝縮されている子供たちの宮殿が立派に建設されたこ

とに満足の意を表し、ここで子供たちの笑い声、歌声が高

く響き渡るようにしようと語った。

改築なった万景台少年団野営所を現地で指導する金正恩総書記　チュチェ105(2016)年6月

キムジョンイル



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

167

改築なった江原道12・6少年団野営所を現地で指導する金正恩総書記

チュチェ105(2016)年12月

江原道文川市の景色の良い海岸に一幅の絵のように美し
く建てられた江原道12・6少年団野営所は、江原道内の児
童・生徒がキャンプ生活を思う存分楽しむことのできる総
合的な課外教育施設である。
数回にわたって形成案を指導し、工事で提起される問題

を一つ一つ解決した金正恩総書記は、完工なった野営所を
訪ねて、ここの活動家たちに、子供たちが明るく笑ってこ
そ全国が明るくなるということを銘記し、自分の使命を立
派に果たさなければならないと強調した。

江原道12・6少年団野営所を
改築するために



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

169

改築なった万景台学生少年宮殿を現地で指導する金正恩総書記

チュチェ104(2015)年11月

万景台学生少年宮殿を立派に改築することを発案した金正恩総書記

は、設計及び建設陣、資材の保障対策を立て、改築に関連して百数十回

にわたって助言を与え、数百件の形成案を自ら検討した。

童心に合わせて整えられた宮殿の内部には、１日に5000余名の児童・

生徒が同時に課外活動を行える140余のサークル室や活動室、芸術総合練

習場と多様な大衆活動施設があり、野外には自動車運転実習場と学習の

場、運動場、公園、寮や総合的な便益サービス施設がある。立派に改築

されたこの宮殿では、平凡な勤労者の子女が自分の趣味や素質に応じて

才能を伸ばしている。

万景台学生少年宮殿を立派に
改築するために



立派な課外教育施設を整えるために

万景台学生少年宮殿



万景台学生少年宮殿の中央ホールにある金日成主席の親筆命題



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

175

立派な課外教育施設を整えるために

サークル室

科学ホール

プール劇 場

芸能ホール



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

177

三池淵学生少年宮殿を訪ねた金正恩総書記　チュチェ105(2016)年11月

全国の学生少年宮殿を立派に整えるようにした金正恩

総書記は、遠い北辺の少年宮殿を訪ねて思う存分サークル

活動を行う子供たちの姿から大きな喜びを覚えた。

総書記は、三池淵学生少年宮殿から響き渡る子供たちの

明るくて朗らかな笑い声、歌声を聞きながら大いに満足

し、「学びの千里の道」学生少年宮殿を訪ねてはサークル

員たちを愛の懐に抱いて記念写真を撮った。

総書記の温かい愛情の下に全国の子供たちは希望と素質

に応じて自分の才能を開花させている。

遠い北辺の学生少年宮殿を訪ねて



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

179
三池淵学生少年宮殿のサークル員と共にいる金正恩総書記　チュチェ105(2016)年11月



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

181

「学びの千里の道」学生少年宮殿を訪ねた金正恩総書記　チュチェ108(2019)年5月



立派な課外教育施設を整えるために

希望と素質に応じて思う存分
学んでいる児童・生徒たち



毎年行われている

学生少年たちの 迎春公演

立派な課外教育施設を整えるために



立派な課外教育施設を整えるために



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために

立派な課外教育施設を整えるために

189

課外時間に自然博物館、中央
動物園、科学技術殿堂をはじ
め各所で多方面にわたる知識
を学ぶ児童・生徒たち



祖国の未来のために・立派な課外教育施設を整えるために
191

立派な課外教育施設を整えるために



国際舞台で祖国の栄誉を轟かせた朝鮮の子供たち
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