第289
289号
号

日

2018年１月１
2018
月１日(月)
(月)

教

組

香

川

(１)

発行所 日教組香川教職員組合
〒760-0008
〒
760-0008 高松市中野町
高松市中野町15-24
15-24
佐藤ビル1Ｆ
TEL 087-802-1640
FAX 087-802-1642
URL http://www.jtu-k.com/
E-mail jtu-kagw@triton.ocn.ne.jp
発行人 嶋村太伸
毎月１日発行

20１8．１

香教組でもない、香教連でもない、高教組でもない

全国で一番なかまの多い 日教組香川へ
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教職員として幸せな1日を送るために
日教組香川教職員組合中央執行委員長
２０１８年、明けましておめでとうございます。
さて、年頭に当たり、今回の情宣一面のコピーは、
「教職員として幸せな１日を送りたい」にしました。
かつて組合の先輩に
「８時間働いて、８時間家族や
自分の時間があって、８時間睡眠と休憩、これが人間
としての生活やで」と言われたことがあります。
今、多くの教職員が、朝７時に出勤して、夜の８時
や９時頃、またそれ以上、つまり学校に１３時間も１
４時間も拘束され、しかも土日も出勤。そんな、生活
に、「人間らしい生活」ってあるのでしょうか。
「人間らしい生活」。日々、家族と食事やおしゃべり
をし、自分の趣味の時間を過ごし、十分な睡眠を取る。
そんな「人間的な生活」をするために働くとしたら、
今の教職員の働き方は、「異常」以外の何もでもあり
ません。
日教組香川は、日教組とともに、「人間らしい生活」
を取り戻すために、「教職員として幸せな１日を送る」
ために、
「３つの柱」のベストミックスで、長時間労働
是正とワーク・ライフ・バランスの実現をめざしてい
ます。
国レベルでは、その手段として、以下の３つを取り
組んでいます。
第１の柱「給特法の見直し」
第２の柱「業務削減」
第３の柱「教職員定数改善」
県でも、
・労働時間の管理として、ＩＴＣカードの導入

嶋村

太伸

・業務の効率化とし
て、留守番電話設
置、開閉庁時間の
設定、校務支援員
の配置
・業務削減をするた
めの業務の見直し
です。
また、昨年は、働きやすい職場づくりの一つとして、
「長期の不妊治療が可能となる休暇制度」の導入を求
めてきました。
この間、県下の他の教職員団体にはない全国ネット
ワーク生かし、また、連合香川や平和労組会議、およ
びその傘下の労働組合、そして多くの共闘団体の協力
を得て、県教育委員会や市町教育委員会と精力的な交
渉を続けてきました。その結果、香川県では働き方改
革検討委員会が設置され、また、高松市ではこの４月
から勤務時間管理にＩＴＣカードが導入される予定に
なっています。
日教組香川、県下では一番少人数の組合です。しか
し、他の教職員組合・団体と違って、全国で一番なか
まが多い組合です。
ぜひ、私たちと一緒に、「人間らしい生活」を取り
戻しませんか？教職員として幸せな１日を送りません
か？
日教組香川は、教職員の皆さんを、元気にします。
夢をともに実現します。全国のなかまと一緒に！
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応援してます！日教組香川
すべての子どもたちに平和で
民主的な社会を引き継ぐため
日本教職員組合 中央執行委員長

泉

雄一郎

「働くことを軸とする安心社会」の構築を
連合香川会長

森

信夫

新年あけましておめでと

日教組香川教職員組合の

うございます。昨年は安倍

皆様、あけましておめでと

政権の暴走に次ぐ暴走、解

うございます。

散総選挙では残念ながら改

日本国憲法施行７０年の

憲勢力２／３をまたしても

年、「自衛隊の明記」「緊

許す結果となりました。連

急事態対応」など「初の憲

合は「働くことを軸とする

法改正を目指す」と公約し

安心社会」の構築に向けさ

た政権が継続することとな

らに奮闘する必要がありま

りました。先の大戦を経済

す。また、教育現場でのサ

封鎖打開のための自衛戦争

ービスを含む長時間労働の実態は働き方改革のなかで

だとする勢力に憲法を委ねるわけにはいきません。

しっかり改善する必要があります。山積する課題の改

日本は、戦後、日本国憲法をよりどころにして、平
和を維持し、経済的発展をとげてきました。今年は、

善に向け、組織の強化と拡大を展望できる一年になる
ようともに頑張りましょう！

立憲主義と民主主義をより発展させ、憲法の理念の実
現をめざす歩みを続けるのか、平和主義、国際協調主
義の道を踏みはずしていくのか、正念場の年になりま
す。
すべての子どもたちに平和で民主的な社会を引き継
ぐため、組織の拡大・強化をはかりながら、未来につ
なげる運動を強めてまいりましょう。

「人権・平和・民主主義」
が確立
された社会をめざした運動を
部落解放同盟香川県連合会 執行委員長

和泉義博

新年明けましておめでと
うございます。

部落問題学習の改善
香川人権研究所 理事長

喜岡

日教組香川教職員組合に

淳

結集される皆様方におかれ
ましては、日頃より私ども

新年おめでとうございま

の運動にご理解とご協力を

す。今年もよろしくお願い

頂きまして衷心より厚く御

します。

礼申し上げます。

若者の人権意識は人権・同

格差の拡大による子ども

和教育によって着実に高ま

の貧困問題、いじめ、体罰、

っていますが、「同和問題

児童虐待、自死など人権や尊厳が脅かされる悲しい事

はわからない」という声が

件が報道されています。

増えています。同対法失効

私たちは、部落差別はもとより、あらゆる人権課題

後15年経過したことや多様

の解決をめざし、とりわけ子どもたちの生きる権利、

な人権課題を学習すること

学ぶ権利を守るとりくみに力を入れ、今後も日教組香

が影響していると言えます。部落差別解消推進法は

川の皆様とともに「人権・平和・民主主義」が確立さ

「部落差別解消の必要性について国民の理解を深め

れた社会をめざした運動を推し進めていきます。

る」ことを教育の責務としており、部落問題学習の改
善が急がれます。皆様のご活躍を期待します。

本年もよろしくお願い申し上げます。ともにがんば
りましょう。
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「労働時間把握による過重労働
の縮減」と「憲法改悪阻止」
を
香川県平和労組会議 議長

大熊正樹

香

川

(５)

子どもたちの輝かしい未来のため
自治労香川県本部

委員長

井出哲夫

新春を迎えるにあたり、
お慶び申し上げます。

あけまして、おめでとう

この間暴走する安倍政権

ございます。
今年の平和労組会議は運

の下では「愛国心」という

動課題として「労働時間把

言葉の陰で、学校現場にお

握による過重労働の縮減」

ける平和・人権教育は、本

と「憲法改悪阻止」に向け

来あるべき姿を見失ってい

精一杯の運動を構築します。

ます。

どちらの課題も簡単に解

我々自治労も、自治体労

決できるものではありませ

働者や教職員、すべての労

んが、極めて重要な課題で

働者の生命と権利を守るため、更には子どもたちの輝

あり待ったなしの状況は言うに及びません。

かしい未来のために様々な課題克服に向けて邁進して

その意味で、日教組香川とはこれまで以上に連携を
密にとりながら粘り強く取組みを進めましょう。

いきます。
ともに頑張りましょう！

今年も元気いっぱい、共に頑張ろう。

本年度の給与改定に関する事項

「人権と共生の社会の実現」をめざして
香川県人権・同和教育研究協議会 会長

谷原範保

新年明けましておめでと
うございます。
香川県人権・同和教育研
究協議会は、「差別の現実
から深く学ぶ」ことを大切
に、一貫して被差別の立場
に立ち、教育・保育内容の
創造、地域の教育力の向上
に努めています。
子どもたちの確かな未来のために、これまでの同和
教育の成果と手法を生かし、人権教育・啓発の推進に、
一生懸命取り組んでまいります。これからもともにが
んばりましょう。

１２月７日(木)、県教育委員会総務課から、給与
改定等に関する事項の説明がありました。
○人事委員会の報告・勧告等を踏まえ、次のとおり
実施
１ 本年の民間給与との較差に基づく給与改定等
【平成29年４月から適用】
○給料表
勧告どおり引上げ改定
【平成29年12月から適用】
○期末・勤勉手当
年間支給月数を引上げ
・4.30月分⇒4.40月分(勤勉手当を0.1月引上げ）
２ 給与制度の総合的見直し
【平成30年４月から実施】
○地域手当
県内の地域手当の支給割合を引き上げ
：2.9％⇒3.2％
３ その他
【平成30年１月から実施】
○教員特殊勤務手当
以下のとおり各手当の日額単価を増額改定
手 当 名
現行単価 改定後単価
1,900円
部活動指導 ２時間区分
４時間区分
3,000円
3,600円
業務手当
６時間区分
3,600円
対外運動競技等
4,250円
5,100円
引率指導業務手当
修学旅行等引率
4,250円
5,000円
指導業務手当
（香川丸引率指導業務手当）
5,000円
6,000円
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教育実践講座 Ⅰ
つまず

子どもは算数のどこで躓くのか？⑳ 「宿題を見直そう」
石原清貴（元小学校教員）
１

はじめに
私は定年退職して４年になる元小学校教員です。現
在は専門学校の講師をする傍ら、廃校になった学校の
教室を借り受け、算数教具を作ったり、算数のプリン
トを作ったりしています。それ以外にボランティア塾
のようなこともしています。塾と言ってもスクールバ
スに乗って帰ってくる子どもたちの宿題の世話をした
り、おしゃべりしたりして過ごす程度のことで塾と呼
べるほどのことはしていません。
さて、子どもたちの宿題の世話をするようになって
驚くのが、その宿題の多さです。宿題として出される
課題は「計算ドリル」「漢字ドリル」「計算プリント」
「漢字プリント」「算数の学習」など多彩です。これ
らの中から２つは必ず出ます。多い場合はドリル２枚
プラスプリント２枚プラス「ワークブック直し」で５
枚くらいになる事もあります。あっ、それから自主勉
強というのもあります。
私自身は現役の頃ほとんど宿題を出さなかったので、
あまり他の先生がどんな風に宿題を出しているのか知
らなかったので、こうやっていろいろな子どもたちの
宿題の面倒をみるようになり、その実態に驚いたとい
うのが正直なところです。
２

宿題に対する疑問点
こんな風に子どもたちの宿題の世話をするようにな
って、いくつか疑問がわき起こってきました。それは
以下のようなものです。
・宿題をすると学力が定着すると思っているのではな
宿題をすると学力が定着すると思っているのではな
いか？
→国際的な宿題調査では学力が高いとされるフィンラ
ンドやスウェーデンではほとんど宿題がありません。
宿題が多いと言われるアメリカやカナダの学力は決し
て高くなっていません。
・宿題を親子ですることで家庭の教育力がアップする
宿題を親子ですることで家庭の教育力がアップする
と思っているのではないか？
→家庭の教育力が重要であるというのを耳にします。
しかし、すべての家庭が子ども中心に回っているわけ
ではありません。また、子どもの宿題を見たくても見
ることの出来ない家庭はいっぱいあります。また、難
しい算数の問題を巡って親子が言い争ったり、先生の
教え方と違うということでもめたりします。あるいは
それが原因で親子の関係が悪くなることもあります。
・沢山の宿題をチェックする時間はあるのか？
沢山の宿題をチェックする時間はあるのか？
→宿題チェックに時間を取られて授業準備や子どもと
のコミュニケーション時間が取れなくなっているので
はないでしょうか？現在の状況では休み時間や放課後
・アフター５を使ってチェックしないと出来ないはず
です。授業準備や子どもとの関わりをそっちのけにし
て宿題チェックをしているとすれば、それこそ本末転
倒です。また、そのために学校に遅くまで残っている
としたら時間と電気代と体力・脳力の無駄だと思いま

す。早く職場から離れてリラック
スして自分の生活を楽しみましょ
う。それが心のゆとりをもたらす
のです。
３

どんな宿題がいいのか
とはいえ、全く宿題を出さない
ことなど考えられないかもしれま
せん。下手をすると保護者から
石原清貴氏
「宿題が少なすぎる」というおし
かりを受けることもあるかもしれないからです。そこ
で、次のような提案をしたいと思います。
・宿題は次の日に行うテストと同じ内容を出す。
宿題は次の日に行うテストと同じ内容を出す。
授業計画を立てる際に、簡単なまとめテスト（10問
以内）を作っておくことをお勧めします。このテスト
を授業時間内にするのではなく、宿題に回すのです。
そうして次の算数の時間の初めに再度このテストを行
うのです。宿題でテストをやってきた子は必ずいい点
が取れます。これが宿題を進んでする動機になります。
・漢字の宿題は毎日やらせよう。
漢字の宿題は毎日やらせよう。
漢字は書かないと覚えません。ですから宿題でする
意義は大きいです。しかし、市販の漢字ドリルに頼っ
ていてはいけません。学期の始めに学習する漢字がい
くつあるのか？それを１学期に何週間あるのかを数え
て、漢字総数÷週間数＝１週間の漢字数という計算を
します。だいたい８文字から10文字になります。この
漢字を「今週覚える漢字」という名をつけて１週間毎
日宿題で出しましょう。そして、毎朝その漢字のテス
トをしましょう。週の初めには書けなかった子も５日
も続ければ間違いなく書けるようになります。
・自主勉強の押しつけは止めよう。
自主勉強の押しつけは止めよう。
自主勉強ほど困った宿題はありません。「不思議３
行日記」を書かせましょう。前の日の授業で不思議に
思ったことや分からなかったことやおもしろかったこ
とを３行日記にまとめさせるのです。書いてこなかっ
たら口頭で言ってもらえばいいのです。朝の会で発表
してもらうとなおいいです。
・丸つけは隣同士で
丸つけは隣同士で
先生が丸つけするのは大変です。隣同士で丸つけし
てもらうのです。そうすると丸つけしながら、答えが
合っているかどうかを考え合ったり、文字の書き方を
巡って互いに考えたりするからです。＜こちらの方が
ずっと大事です＞
４

ゆとりのある学級に

年度当初から宿題について書きましたが、どうか宿
題チェックで子どもの相手が出来ないなどという状況
を解消してください。先生にゆとりがないと教室が荒
れてきます。ゆとりと笑顔のある学級こそ「居心地の
いい場所」となります。

(７)

川
香
組
教
日
2018年１月１
2018
月１日(月）
(月）
第289
289号
号

変化と可能性

◆毎年︑新しい言葉は一般

的になります︒社会の変化

や技術の進歩が︑言葉を生

み出します︒昔を伝える言

葉を覚え切ることが叶わな

いまま︑新しい言葉も覚え

ていかなければなりません

◆変わることで新しい世界

を作り出し︑振り返ること

で変化の方向を確かめる︒

そんなことを繰り返しなが

新しい年を迎

ら︑歴史が刻まれていくの

でしょう◆

えました︒今年はどんな言

葉が生まれるのでしょうか

◆変化があるときは︑人の

生き方が多様になる可能性

が高まっているときでもあ

ると思います︒変化の方向

を間違えないように気を付

けながら︑可能性に満ちた

今を生きていきたい︒この

一年に思いをこめて◆

日

(８) 第289
289号

教

組

香

川

2018年１月１
2018
月１日(月)
(月)

ＬＧＢＴの子どもたちと教職員が
過ごしやすい学校をつくろうⅢ
日 時 ２０１８年２月１０日（土）１３：００〜１６：３０
場 所

香川県社会福祉総合センター

内 容

講演 「性の多性性と人権」
丸岡美枝さん（徳島性教協）

参加費

５００円

詳細は２月号で

説
入
明会
加
合
組
川
香
日教組

開催！

日時 ２０１８年２月１０日（土）１０：３０〜
場所 日教組香川事務所
ただいま新組合員組合費 １０００円／月キャンペーン中
組合って何をするところ？
●組合費は？
●組合に入ると得することありますか？

ご質問に
お答えします

●

電話でもＯＫ
すべての
お問い合わせは

日教組香川加入メニュー
日教組香川には、香川県の公立学校で働く教職員であれば、どなたでも加入することができます。校種・職種は問いません。

メ ニ ュ ー
組合員
講師
組合員
臨時採用

月

会

費

初年度 月1,000円 その後、
年齢ごとに 2,000円〜5,000円
月1,000円

各種サービス
情報誌等配布・各種研修会案内
全国集会等旅費負担・個別課題への対応
組合員に準ずる

月１,０００円で全国のなかまと会える！

