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３．２９全国学
習決起集会に是
非参加しよう。

このままでは安倍
首相の暴走で日本
は「戦争をする国」
になってしていま
す。今こそ憲法を
守れの声をあげま
しょう。

破られたりしている現状に心が
痛みます︒修学旅行で平和学習
をするので︑子どもたちが自分
でしっかりと平和について考え
られる土台を作らないといけな
いと感じています︒
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全教書記次長
米田 雅幸氏

香川県教職員組合は︑２月 日︵土︶に第 回となる香教組
定期大会を高松テルサで開催しました︒大会の中で︑代議員か
香教組第 回の定期大会お
ら﹁安倍首相の暴走が止まらない︒本当に日本を﹃戦争をする
めでとうございます︒安倍首
国﹄にしようとしているのではないか﹂などの発言が次々とあ
相の暴走が激しくなっていま
り︑今本当に 教え子を戦場に送 るな﹂というスロ ーガンが大
すが︑憲法こそが権力を縛る
｢
切にされなければならない時期に来ているということが改めて
ものです︒首相の独断で︑勝
確認される大会になりました︒
手に憲法の解釈を変えるなど
先日︑勤務成績についての裁
判の結果が出ました︒地裁では︑ ということが行われては民主
主義が崩壊します︒
教育委員会が︑成績率を下げた
自民党内ですら︑首相の動
こと︑またそのやり方もあるべ
きがおかしいとの声が多くあ
第 回定期大会のあいさつに て間がない先生の言葉とは思え き姿ではないとの判決でした︒
がっています︒
立った大野委員長は﹁毎日が戦 ない︒それぐらい現場が大変な
苦情が教員から出ても︑人事
全教の勤務実態調査で︑教
場のようで︑子どもを家に帰し 状態だとわかる﹂と話しました︒ 委員会が本当に公平な立場に立っ
員の残業が限界まで来ている
て︑子どもがいなくなるとホッ
２０１４年度こそ︑教師が元 て判断してくれるのかとても不
というアンケート結果が出ま
とします﹂という若い先生の言 気になる職場づくりが大切であ 安です︒先生方の中にも懲戒や
した︒そのような中で︑教員
葉から﹁若いときは﹃子どもと ると強調し︑大会がスタートし 戒告を受ける人もいますが中身
の生活も大変な状況です︒
接しているときが何より楽しい﹄ ました︒
をよく聞かないといけないと感
﹁生活で切り詰めているもの
と思えるはずなのに︑採用になっ
じています︒
は何か﹂との問いに︑衣服費・
娯楽費が多く上がっています︒
若い先生方は︑大学を卒業
して︑ 年近くを教員として
生活するわけですから︑教員
として恋愛もし結婚もして︑
子育てもするわけです︒﹁教
師になっていてよかった﹂と
いえる職場でないといけませ
ん︒日本では︑理想の子ども
の数は３人ですが︑子育てや
教育にお金がかかるため２人
にするという家庭が ％にも
のぼっています︒
教師として長く仕事ができ
るようともに頑張りましょう︒

発 行 所
高松市田村町1033-3
TEL(087)867-4797
FAX(087)867-6446
香川県教職員組合
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三豊支部
杉尾先生

最近 永
｢ 遠 の ０ ﹂ ﹁海 賊
とよばれた男﹂など百田尚
樹氏の本がたくさん読まれ
ています︒本の内容はそれ
ほど悪くないのですが︑彼
の発言を聞いていると人と
してどうなのかと感じます︒
アンネの日記が図書館で

挨拶する香教組大野委員長

高松支部
入倉先生

今年度転勤してきた先生が︑
病休に入ってしまいました︒代
替講師の先生がなかなか来なく
て非常に困っていたのですが︑
県教委の方に直接お願いすると
なぜかすぐに決まって︑講師の
先生が来ました︒現場はとても
大変なので︑代替の先生はすぐ
に配置してもらいたいです︒

丸亀支部
山川先生
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香教組では︑年金
の支給年齢が延びた
ことで︑再任用で働
きたいと希望する全
ての先生に職を与えるべきだと
主張してきた▼その思いは今も
変わらないが︑香教組にかかっ
た電話に︑最近﹁えっ﹂と思え
る内容のものが数件あった▼現
場に生活指導で入っている年配
の女性の先生が︑子どもたちの
横に行って﹁足が机から出てい
ます ﹂﹁ 姿勢 が悪 す ぎま す ﹂
も
｢っときれいな字を書いて﹂
などとことごとく指導する▼そ
の指導に堪えかねて︑子どもた
ちは担任の若い先生に﹁どうし
てあの先生は︑次々言い回るの﹂
と訴えるらしい▼ハーフで入っ
ている年配の男の先生は︑教室
の隅で腕を組んで授業の間ずっ

と座っていて子どもが振り返る
と﹁前を向け﹂と言うだけ▼若
い先生は︑再任用の先生に﹁す
みませんが︑こうしてもらいた
いのですが﹂とはなかなか言え
ないという▼もちろん﹁とても
よくしてもらっています﹂﹁色々
分からないことを教えてくれる
のでとてもいい感じです﹂との
電話もある▼そういえば︑我が
家の子どもたちも︑祖母に﹁朝
早く起きて時間にゆとりを持ち
なさい﹂﹁片付けができないか
ら早く食べなさい﹂﹁時間が遅
くなるのだから︑お風呂に早く
入りなさい﹂と次々と言われ︑
大きな音をさせながらプイッと
２階に上がっていく姿を思い出
した▼現場に立つならぜひよい
指導をお願いしたいものだ︒

民研でも話が出ましたが︑高
松市内の学校で︑朝の自主研修
ということで︑始業１時間前か
ら学校に来て﹁教員としてのあ
り方﹂﹁社会常識﹂などの研修
をしているところがあります︒
市教委は﹁自主研修だから﹂
といいますが︑こんなことがい
たる所で行われたら︑勤務時間
を決めている意味がなくなって
しまいます︒

教育委員会は︑管理職の登用
についてたずねると︑必ず﹁公
正公平に適格な管理職を登用し
ています﹂と応えます︒でも︑
管理職の中には︑先生方に戸締
まりを任せて自分が先に帰る人
や﹁土・日は絶対に来ないから﹂
と断言している人もいます︒
夜遅くなったとき︑気遣いも
してくれないような管理職が本
当に適格者かと思うときがあり
ます︒

２０１２年度に︑私たちは署
名を集め︑８年ぶりに寄宿舎指

障害支部
真鍋先生
導員の採用試験が実施されまし
た︒２０１３年度も署名を集め
今年度も２名の人が採用になり
ました︒寄宿舎指導員部では︑
寄宿舎カフェをして︑先生方の
悩み︑感想などを聞く機会を作
りました︒寄宿舎指導員が全員
正規の採用になるようにしてい
きたいです︒

高松支部
中尾先生

高松市の中学校社会科部会で︑
自衛隊見学の話が出てきました︒
どうかと思ったので意見は言い
ましたが︑安倍首相の暴走の中
で︑時の政府の思いが教育現場
に強く降りてきていると感じま
した︒私たちは公務員です︒憲

法 条で︑擁護義務があります︒
また︑私たちは憲法を守るこ
とを宣誓したはずです︒国会議
員もまた憲法を守るべきはずの
人です︒今こそ︑香教組の掲げ
ているスローガンを大切にすべ
き時だと思います︒
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２０１４年度も障害児学校の
の子どもたちと一緒に冬のひま
わり学校に参加しました︒親︑
スタッフの方をあわせて全員で︑
名でした︒ 年間ひまわり学
校を続けることができて本当に
よかったと思っています︒
私は子ども時代に愛媛で住ん
でいて︑学力テストを受けた世
代です︒前日にテストと同じ問
題で練習したのに︑当日間違え
てしまい怒られたことを覚えて
います︒でもそれが今︑不正だっ
たとよく分かります︒同じ間違
いは繰り返してはいけません︒

障害支部
谷本先生

青年部の交渉で︑２０１３年
度に病休を取った新採の人が８
人もいたことを知りました︒希
望を持って先生になった人が病
気になるような職場ではいけな
いと思います︒

高松支部
田中先生

﹁困っている子﹂は︑特別な
存在ではなくなっています︒ど
このクラスにも﹁困っている子﹂
は存在します︒だからこそてい
ねいな対応をしてクラスづくり
がしたいと思うのです︒
三豊支部では︑香川教育を配
るために﹁未分会訪問﹂をする
ことがありますが︑以前と比べ
てとても先生方の対応が良いで
す︒優しい声をかけてくれる先
生がずいぶん増えてきました︒

東 かが わ市
や さ ぬ き市 が
土 曜 授 業を す
ると言いますが︑一度やり出す
となかなか減らすことはできな
いと思います︒勤務のことが考
えられてないと思うのです︒
夏休みに子どもをよんで︑一
生懸命指導し︑確かに夏休み明
けのテストはできました︒しか
ししばらく経つとやっぱり同じ
です︒数日︑子どもたちに勉強
させても︑やっていますと見せ
るだけなのではないでしょうか︒
新聞の方が先で︑先生があと
から知るなんておかしいです︒
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高松支部
櫛橋先生
三豊支部
藤田先生

三豊支部
岩田先生
大川支部
四宮先生
田村先生
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