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【【【【在籍在籍在籍在籍244244244244名名名名】】】】

34 30 33① ② ③① ② ③① ② ③① ② ③

47 53 47④ ⑤④ ⑤④ ⑤④ ⑤ ⑥⑥⑥⑥

マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター「「「「わっちわっちわっちわっち」」」」2013 The 5th anniversary 〒〒〒〒 大仙市協和境字岸館大仙市協和境字岸館大仙市協和境字岸館大仙市協和境字岸館019-2411 37 文責文責文責文責 :::: 山崎 敏山崎 敏山崎 敏山崎 敏

～～～～ 学習参観日学習参観日学習参観日学習参観日・・・・全体会資料号全体会資料号全体会資料号全体会資料号 ～～～～

今日は 清水寺「奥の院」舞台で「今年の漢字」が発表されます。「漢字の日 。」

今年の候補は 「倍 「富 「輪 「天 「偽」など、 」 」 」 」

協小版 今年の漢字は ……そこで、平成２５年を振り返り 山崎が勝手に選ぶ……

このほかにはこのほかにはこのほかにはこのほかには …………

放課後児 クラブ（学 保育）が併設される「 」「 」「 」「 」童 童 童童 童童 童童 童

児童数が２４４名まで 少（開校時は３４２名）「 」「 」「 」「 」減 減減減減

自転車乗り、駅周辺の遊びなど 険なことがありました「 」「 」「 」「 」危 危危危危

緊急時引き し訓練や市の総合 災訓練への参加「 」「 」「 」「 」渡･防 渡 防渡 防渡 防渡 防

など 災教育の推進。 りジョーズ君も…防 渡防 渡防 渡防 渡

(漢字ではありませんが…）各地域での学習会「協和っ子 マースクール」を初めて開催「 」「 」「 」「 」ササササ ササササ

学習発表会で英語のあいさつなど、来年度の 国語活動研究大会に向けた取り組みを開始「 」「 」「 」「 」外 外外外外

マルの日（欠席ゼロ日）が、今年はすでに前年の 倍で 日。「 」「 」「 」「 」花 花花花花 ５５５５ 五五五五

児童の 躍、ブラスバンド部・和太鼓クラブ・スポーツ少年団等の大 躍「 」「 」「 」「 」活 活 活活 活活 活活 活

今年も 年生が特別栽培米の、田植え・観察・稲刈り・販売など大 躍５５５５ 活活活活
６年生が、新しいリーダーとして新企画をたくさん提案し 躍活活活活

「 っち」１歳 Ｔシャツ・背中の発表・ っち顔出し。「 」「 」「 」「 」わ わ わわ わわ わわ わ！

今年は５周年で、全員が協和小学校開校後に入学した児童ですから、みんなで
さらに一歩前へ進むための新しいチャレンジをしながら頑張ってきました。

外国語活動のへの取り組みや、大勢の前で堂々と話す力の向上、あいさつ運動
への自発的な取り組み・児童集会の新企画など、子どもたちの好ましい変容も見
られるようになってきたことを嬉しく感じているところです。

私たち職員は、来年も「同僚性」と「協働」を大切に、子どもたちの成長のために努力してまいります。
裏面もどうぞ

TEL : 018-881-6868 FAX : 018-892-3927 http://www.edu.city.daisen.akita.jp/~ky-kyouwasyo/ ky-kyouwasyo@edu.city.daisen.akita.jp�

なんと言っても今年は開校５周年の「五 。」
記念の年を、皆さんのご協力で大いに盛り上

げて いただきました。

子どもたちも、職員も、きっと皆さんも「僕
たちの・私たちの・みんなの協和小学校」とい
う思いを強く持ち、所属感や一体感とともに、
協和小学校の仲間としての誇りを強くしたこと
だろうと思います。

「５周年記念大運動会 「５周年記念学習発表会 「５周年記念児童」 」

会協小わっち祭り 「５周年記念ＰＴＡ文化部主催 楽しいクラシッ」
クコンサート ５周年記念ＰＴＡなべっこグランプリ＆懇親会 わ」「 」「

etc etcっちＴシャツ 「わっちの背中」 ・」
本当にありがとうございました。



平成 年度協和小学校報「きょうわ」№２３ 〈２〉25 131212

学習アンケートから(11月実施) 体罰アンケートから(12/11現在)

在 児 童 保護者学 級
提 出 体罰有 提 出 体罰有籍

34 34 0 34 0１ 年
28 28 0 27 0２ 年
33 29 0 27 0３ 年

23 23 0 23 0４年１組
22 20 0 18 0４年２組
27 26 0 25 0５年１組
26 26 0 26 0５年２組
23 22 0 22 0６年１組
24 23 0 23 0６年２組

3 3 0 3 0わ か ば
1 1 0 1 0ひ と み

2 0無 記 名
244 235 0 231 0計

■■■■ 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 ４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 凡事徹底 早ね・早おき・朝ごはん 返事・あいさつ・家庭学習
③ 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

■■■■ ２６２６２６２６年度年度年度年度はははは

① 児童数２２２人(－２２) １０学級(－１) 教諭１名減 一人一人の一層のがんばりに期待
② 外国語活動研究大会会場。

そのそのそのその他他他他■
① 後期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

読書集会 避難訓練
ボランティアのみなさんと一緒に楽しく 12/6(金) 煙の中を素早く、安全に 12/10(火)

全校のみんながホールに集まって「読書集会」を行 今回の訓練は、昨年度と同じように、防火シャッター
いました。 の避難口を通り、煙の中を通って避難する訓練です。

集会を企画してくれたのは図書委員会の子どもたち この煙は消防署の方が準備してくれた訓練用の煙なの
で プログラムは 各学年の好きな本ランキング 読 で無害なのですが、子どもたちは、前がよく見えない中、 、「 」「

書クイズ おすすめの本の紹介 図書室利用のマナー を低い姿勢で進むのはとても不安で難しいと感じていた」「 」「 」
「図書ボランティアと委員会児童によるコラボレーショ ようでした。
ン読み語り」です。 先生たちも、児童を安全に避難させることができるよ

「 」「 」「 」「 」どれもみな楽しい内容ばかりだったので、全校の子 うにするため 通報 点検・巡視 誘導 避難補助
どもたちは、これからますます本が好きになるだろうと 「救護」などの訓練を行いました。
思いました。 日頃から注意して絶対に火事を起こさないようにする

のはもちろん一番大切なことですが、もしもの時には、
安全・迅速に避難できるように常に心がけておきたいも
のです。

【【【【コラボコラボコラボコラボ読読読読みみみみ語語語語りりりり「「「「へびのしっぽへびのしっぽへびのしっぽへびのしっぽ 】】】】」」」」

このこのこのこの絵絵絵絵はははは、、、、このこのこのこの後後後後どんどんどんどんどんどんどんどん伸伸伸伸びてびてびてびて、、、、ホールホールホールホール一杯一杯一杯一杯までまでまでまで長長長長くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。 防火防火防火防火シャッターシャッターシャッターシャッターのののの避難口避難口避難口避難口をををを通通通通るるるる訓練訓練訓練訓練
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学校が好き

勉強が好き

強くそう思う そう思う そう思わない 全くそう思わない わからない


