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学校教育目標：学び合い、高め合い、まちとともに明日を拓く豊岡っ子 

「平成日本語事情」 

                                  校 長   岸田 晋 
小春日和の候、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

仕事柄、毎年、文化庁が発表する「国語に関する世論調査」を楽しみにしています。楽しみにしていると言っ

ても新聞記事になったものを拾い読む程度で、自らの勉強不足を省みるとともに慣用句等の正しい意味を習得

し、時代に乗り遅れないよう“新時代語”の情報を仕入れているといった方が正しいかもしれません。 

先日発表された２０１７年度「国語に関する世論調査」では、「なし崩し」という言葉を本来の「少しずつ返

していくこと」ではなく、「なかったことにすること」の意味で使っている人が６５．６％に上る結果がでまし

た。ただ、文化庁では「言葉は時代とともに変容する。本来の意味から派生した使われ方も誤りとまでは言えな

い」としています。   

 ここ数年の「本来の意味や言い方を取り違えている慣用句」の項目をご紹介すると 

 【檄（げき）を飛ばす】 

〇自分の主張や考えを、広く人々に知らせて同意を求めること（２２．１％） 

×元気のない者に刺激を与えて活気づけること（６７．４％） 

【確信犯】 

〇「政治や宗教などの信念に基づいて正しいと信じてなされる行為や犯罪、またはその行為をする人」（１７．０％） 

×「悪いことであると分かっていながらなされる行為、または行為をする人」（６９．４％） 

【存続するか滅亡するかの重大な局面】 

〇「存亡の機」（６．６％）    ×「存亡の危機」（８３．０％） 

【チームや部署に指図を与え、指揮すること】 

〇「采配を振る」（３２．２％）  ×「采配を振るう」（５６．９％） 

 

ちなみに冒頭の部分、時候のあいさつで用いた「小春日和」。ＴＶの 

クイズ番組などで耳にすることもありますが、２０１４年度の同調査では、 

正答の「初冬の頃の、穏やかで暖かな天気」は５１・７％で、誤答の 

「春先の頃の、穏やかで暖かな天気」が４１・７％でした。こちらの 

誤りは単純に、「春」という漢字に引きずられてしまうためでしょうか。 

 

今年度の４月に６年生を対象に実施した全国学力・学習状況調査結果がまとまり、本校のホームページなどで

もお知らせしているところです。教科学習状況調査の結果では、「国語」「算数」のほとんどの問題が全国や横

浜市の平均を上回りました。その中で課題とまで言いませんが、平均点とほとんど差がなかったのが、国語では

「慣用句の意味を理解し、使う問題」でした。今回は「心を打たれる」が出題されています。 

 

 



 

１０月７日（日）に豊岡地区連合運動会が行われました。毎年、たくさんの地域の方や保護者の

方、子どもたちが参加してとても盛り上がっています。あめくい競走や二人三脚など、とよおかオリ

ンピックにはない競技もあり、皆さんで楽しめる運動会となりました。お昼の時間には、音楽同好会

や一輪車クラブが発表をしました。地区運動会には、在校生だけでなく卒業生も参加していて、地域

のつながりの強さを感じました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「全力を出し切り悔いのないオリンピックにしよ

う！」のスローガンのもと、各学年や応援団・リレ

ーの選手などの代表児童、５・６年生の係児童が、

協力して取り組んできた成果を発揮することができ

ました。天候の影響で平日開催となりましたが、

PTA 役員・委員の方々やお父さんの会の方々、地

域の方々、いろいろな立場で準備や片付けの作業に

ご協力いただき、どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

豊岡地区連合運動会 

 
 

１０月１９日（金）に、「ふれあい給食」を行いました。今年

もたくさんの地域の方々にお越しいただきました。クラスごと

に歌や演奏、とよおかオリンピックでのダンスなどを発表した

り、クイズを企画したりして歓迎会を行いました。会食中は、

地域の方々に児童のグループの中に入っていただき、児童と豊

岡小学校の日常や行事の様子を話すことができました。子ども

たちにとっても、普段はなかなかお会いできない地域の方々を

身近に感じることができ、有意義な時間になりました。 

ふれあい給食 

とよおかオリンピック 



 ３年生の音楽朝会の発表は、「ゆかいな木琴」の合

奏と「カリブ夢の旅」の斉唱でした。音楽の学習の時

間に練習を重ねてきました。リズムを合わせて演奏し

たり、表現を工夫して歌ったりと、３年生らしい素敵

な発表になりました。６年生は、「曲想の工夫をして

いてすごい」と感想をもっていました。 

 

 

 
 

小学校６年生、中学校３年生を対象に平成３０年４月に実施した全国学力・学習状況調査結果がま 

とまりました。この調査結果を踏まえ、児童一人ひとりの力をつけることに引き続き取り組んでまい 

ります。詳細は、ホームページをご参照ください。 

教科学習状況調査結果 

 平均正答率 Ａ問題：主として知識／Ｂ問題：主として活用 

 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 

豊岡小 77 61 69 59 63 

横浜市 73 56 66 54 61 

神奈川県 70 54 64 52 60 

全国 71 55 64 52 60 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１０月１８日（木）、１年生は野毛山動物園

へ遠足に行きました。園内では、グループで

活動をし、各ポイントで動物クイズに答えた

り、お気に入りの動物のスケッチをしたりし

て過ごしました。午後からは、動物とのふれ

あいタイムがあり、モルモットやニワトリを

だっこして大興奮でした。初めての電車での

お出かけでしたが、車内のマナーも小学生と

して立派でした。 

 
 

 
 

１０月１７日（水）、根岸森林公園へ行き

ました。馬の博物館では『スーホの白い馬』

に出てくる馬頭琴を見ました。ポニーセンタ

ーでは馬たちが走り回る様子を見学したり、

スケッチしたりして、馬にも慣れ親しむこと

ができました。前期の遠足に比べ、時間を見

て友達と声をかけ合ったり、班で助け合った

りする姿が多くなり、成長を感じました。 

    

全国学力学習状況調査結果 

２年校外学習 根岸森林公園 １年遠足 野毛山動物園 

音楽朝会 ３年生 



【１１月の行事予定】 

１ 木 体いきいき週間予備日 

２ 金 集会（図書委員会） 

１年生振替５校時なし 

３ 土 ＜文化の日＞ 

４ 日  

５ 月 歯みがき週間（～９日） 

６ 火 朝会（区音楽会出場児童発表） 

区音楽会（３年） 

７ 水 市体育大会（６年） 

８ 木 校内研究授業 

９ 金 集会 子ども安全・安心の日 

１０ 土 鶴見区総合展（～１３日） 

１１ 日  

１２ 月 音楽朝会（４年）  

１３ 火 クラブ活動 

１４ 水 鶴見区一斉授業研究会（13：05下校） 

１－１・２－２・４－１は14:50下校 

【テストメール配信日】 

１５ 木 就学時健診（13：30下校） 

１６ 金 集会（たてわり遊び） 

１－１・２－２・４－１☆振替 

１７ 土  

１８ 日  

１９ 月 朝会 クリーンナップ活動 

校内授業研究会 

２０ 火 クラブ活動 

２１ 水 小中合同授業研究会（13：05下校） 

２２ 木 代表委員会 市体育大会予備日 

２３ 金 ＜勤労感謝の日＞ 

２４ 土  

２５ 日  

２６ 月 朝会（区長表彰）  

２７ 火 区球技大会（５年） 

２８ 水  

２９ 木 歯科検診（１年・２年・個別） 

学校保健委員会（14：10下校） 

３０ 金 集会（たてわり遊び） 

生活・総合フェスティバル前日準備 

１２月の予定 

 １日（土）生活・総合フェスティバル 

 ３日（月）通常授業 

 ※フェスティバルの代休は、１２月２５日（火） 

です。お間違えのないよう、ご確認ください。 

【１１月の生活目標】 
 
<生活目標> 進んで仕事をしよう 

 
<保健目標> 姿勢をよくしよう 

 
<給食目標> 手際よく準備と片付けをしよう 

【お知らせ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜学校カウンセラー＞ 
１１月 ６日（火）午後 １３日（火）午前 
   ２０日（火）午後  
ご希望される方は副校長までご連絡ください。 

＜特別時程＞ 
１１月は、下校時刻が変更になる日が多くありますので、

ご留意ください。 
①１１月１４日（水）＜鶴見区一斉授業研究会＞ 
１３：０５までに下校（1－1 2－2 4－1以外の学級） 
※授業のある３クラスは１６日（金）に振替 
☆１－１と２－２は、５校時なし ４－１は、６校時なし 

②１１月１５日（木） ＜就学時健診＞ 
１３：３０までに下校 

③１１月２１日（水）＜小中合同授業研究会＞ 
１３：０５までに下校 

④１１月２９日（木） ＜学校保健委員会＞ 
１４：１０までに下校 

  
 ＜校内授業研究会＞ 
○１１月８日（木）（算数科） 
  ４校時（１１：３０～） 
   １年４組 小林級 ４年３組 水谷級 
   国際教室 担当：池上 

５校時（１３：４５～） 
   なかよし級    ３年２組 谷口級 
   ５年１組 谷本級  
○１１月１９日（月） 
  ５校時（１３：４５～） 
   国際教室 担当：山田美 
   ５年３組 音楽担当：岩清水 
   

＜来年度の日課表見直し＞ 
 学習指導要領改訂による授業時数増加に対応す

るために来年度から日課表を変更する予定です。

主な変更点は次の通りです。学校説明会で詳しく

ご説明します。 

○月曜日を５校時、木曜日を６校時とする。 

○火曜日、水曜日、木曜日の朝の時間の１５分を授業

時間とする。 
○朝会や集会、朝の会の開始時刻を８：２５とする。 
○下校時刻が早まる。５校時の日は、１４：４０ 
 ６校時の日は、１５：２５下校（クラブ日を除く） 
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