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１２月に入り、もう１２日。

１２月に入ったとたん「師走」という言葉があちこちから聞かれるので、語源

こよみのページ http://koyomi.vis.ne.jp/ からについて調べてみました。

諸説あるものの、みな「歳（年）の終わり」の意味で、私
たちの社会生活の節目である１２月は、仕事のしめくくりや
決算などでみな忙しく、師匠や法師でさえも走り回る月とい
うことでしょうか？

さて、１２月の協和小学校は、①次の学年や中学校を意識し

たまとめと深化 ②慌ただしいときこそ心してあたる生徒指導
③先を見て段取りよく進める校務処理 を職員の取り組みの重点に据えています。

、 、先週(５日)実施された県の学習状況調査など 様々な調査結果をもとに細かくふり返り
具体的な改善に取り組んでいきます。また、私たち職員は「走らなくてもよい師走」になるよう、先を見通
しながら段取りよくお子さん方の指導や校務処理にあたってまいります。

今月は、歌と表彰だけの集会でしたが、今回もたくさんの表彰があり
ました。とても嬉しいことです。

12 11(火)火災発生時の避難訓練・
火気使用の増える冬を迎え、火災発生を

想定した避難訓練を行いました。

２校時、教頭先生の訓練通報（２階の理

科室からの出火を想定）を聞いた子どもた

、 、 、ちは 約２分半ほどで全員集合し その後

降下した防火シャッターのくぐり戸を通っ

たり、煙の中を進む訓練(煙道体験)も行い

ました。

、 、煙道体験は 大曲消防署協和分署の方が

体育館につながる廊下に煙(無害)を充満さ

せ、その中を進む訓練です。

前が何も見えない状態で前進するのはな

かなか大変でしたが、姿勢を低くすること

や、口と鼻をハンカチで覆うことなどを、

。体験を通して実際に学ぶことができました

もしも火災が発生してしまったら(起きて

ほしくはありませんが)今回の訓練で学習し

たことをもとに、安全な避難行動ができる

ようにしたいものです。

右：教頭先生の訓練通報

上：煙道から無事に脱出

した子どもたち

裏面もご覧ください
TEL : 018-881-6868 FAX : 018-892-3927 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ky-kyouwasyo/ ky-kyouwasyo@edu.city.daisen.akita.jp�

① ( ) 一年の終わりで忙しく、師匠もまた趨走( )する月師趨月 しすうづき すうそう…………

② ( ) 一年の瀬の読経のためにあちこちに呼ばれ、法師も馳( )走る月師馳月 しはせづき はせ…………

③ ( ) 歳の終わり、歳果( )つる月歳極月 としはすづき は…………

④ ( ) 農事の全てが終わる月。為( )果つ月為果月 しはつづき し…………

大曲仙北児童生徒美術展大曲仙北児童生徒美術展大曲仙北児童生徒美術展大曲仙北児童生徒美術展

平面の部 １年 柳○都○ 髙○瑠○ ２年 進○光○ 佐○一○

３年 進○巧○ 今○陽○ ４年 藤○冴○ 武○竣○

５年 鎌○美○ 高○花○ ６年 菅○里○ 佐○信○

クロッキーの部 １年 佐○雫○ 佐○か○

２年 秋○樹○ 山○望○

小・中学生の部 佳作 進○有○一行詩一行詩一行詩一行詩コンクールコンクールコンクールコンクール

子子子子どもどもどもどもエコチャレンジエコチャレンジエコチャレンジエコチャレンジ

県民県民県民県民スポーツレクリエーションスポーツレクリエーションスポーツレクリエーションスポーツレクリエーション祭兼岩手県祭兼岩手県祭兼岩手県祭兼岩手県ドッジボールドッジボールドッジボールドッジボール協会長杯小学生協会長杯小学生協会長杯小学生協会長杯小学生ドッジボールドッジボールドッジボールドッジボール大会大会大会大会

チャレンジ部 準優勝 協和ＤＢＣ

準優勝 協和ＤＢＣ太田風太田風太田風太田風のののの子子子子カップドッジボールカップドッジボールカップドッジボールカップドッジボール大会大会大会大会

準優勝 協和剣道場Ａ 敢闘賞 進○も○西仙北少年剣道大会西仙北少年剣道大会西仙北少年剣道大会西仙北少年剣道大会

小学校の部 準優勝 協和剣道場洗心館招待小中学校剣道大会洗心館招待小中学校剣道大会洗心館招待小中学校剣道大会洗心館招待小中学校剣道大会

アルビオンカップアルビオンカップアルビオンカップアルビオンカップ 馬術競技大会馬術競技大会馬術競技大会馬術競技大会

ジムカーナポニーの部 優 勝 斉○エ○

ジムカーナジュニアの部 第３位 斉○エ○

県県県県ミニバスケットボールミニバスケットボールミニバスケットボールミニバスケットボール交歓大会大曲仙北予選大会交歓大会大曲仙北予選大会交歓大会大曲仙北予選大会交歓大会大曲仙北予選大会

（全県大会出場権獲得）第３位 協和ミニバスケットボールクラブ

大仙北大仙北大仙北大仙北スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団柔道大会少年団柔道大会少年団柔道大会少年団柔道大会

団体戦低学年の部 準優勝 協和柔道スポ少

（秋○樹・豊○真○・山○葵・加○天○）

団体戦高学年の部 準優勝 協和柔道スポ少

（木○天○・進○叶○・鈴○康○

・加○さ○・村○友○）

個人戦５年生の部 優 勝 村○友○
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協小版 今年の漢字(一文字)は？
今年もあと僅かとなりました。２０１２年はどんな年だったかと問われれば、サッカー好きの私

としては「ロンドン五輪サッカーで男女ともにベスト４」かなと浮かんでくるのですが、その他に
ついては何やらあまりにも目まぐるし過ぎてよくわからないというのが、正直なところです。

となると頼りになるのが、巷で話題の「今年の漢字」や「流行語大賞」などでしょうか？

日本漢字能力検定協会が全国から公募して一番票が多かった漢字が今年の漢字となります。「「「「今年今年今年今年のののの漢字漢字漢字漢字」」」」

例年、 月 日ごろから一般公募が始まり、 月 日前後に清水寺で発表されます （今年は 日午後２時発表）11 1 12 12 12。

予想では などが挙がっているそうですが…「領 「島 「国 「争 「尖 「抗 「脱 「税 「悲 「空」」 」 」 」 」 」 」 」 」

そこで、勝手に前向き候補の漢字を見てみると、どうも な年ではなかったように感じます。HAPPY
（ランキングなしです）に「協和小学校版今年の漢字(文字)」を選んでみました

暴風とともにスタートした平成２４年度でしたが、その後は静穏？に暴暴暴暴
停電・暴風を機に、緊急メール配信システム導入電電電電
待ち望まれた運動会の屋外開催(でも寒かった) マラソンも外で（でも寒かった）晴晴晴晴
この体操も流行った「あたりまえ」 視察来校者の声であらためて…このあとも大切に当当当当
初夏の頃はよかったのですが…厳しい残暑にヘトヘト 函館も暑かった暑暑暑暑
子どもたちが前向きに、友だちとかかわりあって学ぶ姿や発言学学学学
本校の研修の取り組みが、県のリーフレットやＨＰに研研研研
今年も特別栽培米（５年生の活躍）米米米米
たくさんの方々に支えられボボボボ
ブラスバンドの活躍・音楽研究大会会場校奏奏奏奏
協中との連携が新しい段階に 緊急時・職場体験連連連連

ＢＢわっちスススス 各スポーツ少年団の活躍

保護者のみなさんだったらどんな漢字(文字)を選びますか？わわわわ 「わっち」誕生！

今年はこのように、確かなチャレンジを重ね、沢山の成果や子どもたちの好ましい変容など「にっこ

り晴れ晴れ協和小」に近づいてこれたのではないかと思っているところです。
来年も「同僚性」と「協働」で、子どもたちの成長のために努力してまいります。

■■■■ もちろんもちろんもちろんもちろん課題課題課題課題もももも
① 個々の学習定着度 ５日行われた「秋田県学習状況調査」の結果等で検証、回復指導を１～３月に

結果は、年末～年明けに分かるので、２月の参観日に説明できる予定�

② 健康面（ 月の欠席者数、肥満度）11

③ 生徒指導関係（友人関係をめぐるトラブル・登校渋り）
④ 基本的な生活習慣 早ね・早おき・朝ごはん 返事・あいさつ（凡事徹底）… 自分から・家庭でも
⑤ 今日的な課題、携帯・ネットを巡る問題は、起こり得るものとして …

■■■■ ２５２５２５２５年度年度年度年度はははは
① 児童数２４３人(－１８) １１学級(－１) でも教諭は２名減
② 放課後児童クラブ(学童保育)が、併設されます。
③ 保小中地域連携を新しい段階に
④ 創立５周年 … 何か記念に(大がかりでなくとも～)

そのそのそのその他他他他■
① 今年の保護者アンケート … 明日配布
② 冬休み・スキー教室等 … 担当・学級担任から説明


