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2021年

あけましておめでとうございます
本年もよろしくおねがいいたします

和教組のホームページ

一人の心が優しくなれば

一つ武器がへる

世界中の人が優しくなれば

すべての武器がなくなる

すべての武器がなくなれば

世界中が平和になる

沖縄県浦添中学校

平和標語・詩のコンクールより
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https://wakyoso.com/
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事務職員としての成長を

かを考えたときに︑普段の
乗ったりなど︑関わってい

つながりを大切に︑
自分の足で確かに歩む一年に

そのためにも︑様々な知

活 か し な が ら︑ 生 徒 達 と

うと思います︒私らしさを

くことで︑子どもたちの成

たちの成長を支えていくこ

識をつけて︑経験を積み︑

日々地道に向き合っていき

事務処理を効率良く進めて

とが大切だと感じていま

子どもたちの頼れる事務の

たいです︒

長に繋がればいいのではな

す︒先生方とは違い︑授業

先生になれるように努力し

家庭では︑限られた時間

いくことはもちろん大事で

精一杯になることが多く︑
や部活動で子どもたちと接

ていきたいと思います︒

の中で家族と共に楽しめる

櫻井多岐子

先生方に迷惑をかけてしま
することはありませんが︑

ことを増やすために︑学生

有田支部
たちばな支援分会

ったり︑助けてもらうこと
学校行事や登下校︑休み時

この仕事に就いてから

いかと思います︒

が多かったですが︑今年は
間など接する機会は多いの

すが︑先生方と共に子ども

覚え学んだことを活かし

で︑その中で︑一人一人に

時代に打ち込んできた好き

紘平

て︑貢献できるよう取り組

二一年が経ち︑生まれてか

西川

んでいきたいです︒

目を向け︑コミュニケーシ

な音楽活動への思いを再燃

日高支部
稲原中分会

学校の中で︑事務職員が

ら四度目の丑年を迎えまし

事務職員として五年目を
迎える年︒今までは仕事を

ョンを取り︑時には相談に

大切に！﹂そんな一年にし

﹁仕事もプライベートも

ました︒今年は︑教えても

けながら過ごすことができ

など︑たくさんの刺激を受

先生方からは︑発想や技術

す︒そんな中でも︑職場の

過ぎていこうとしていま

く︑あっという間に一年が

以上に気を遣うことが多

トをこなしたりと︑今まで

した︒今年は︑おうち時間

できることを楽しんできま

のご飯を頼んだりと︑家で

ち込んだり︑テイクアウト

みたり︑ピアノの練習に打

題のアニメやドラマを見て

い漫画を読み返したり︑話

んでした︒その分︑懐かし

ず︑新婚旅行にも行けませ

の影響でなかなか外出でき

結婚したのですが︑コロナ

拓していきたいです︒昨年

ち時間の楽しみ方を新規開

プライベートでは︑おう

に︑いろいろな年代の先生

合える仲間を増やすため

仕事では︑実践でつながり

のように感じられますが︑

と家庭の両立は永遠の課題

超多忙な毎日の中︑仕事

できました︒

さを実感したことが浮かん

を見つけ出すこと﹂の大切

境の中でも工夫し︑楽しみ

り合うこと﹂
﹁限られた環

い て も︑
﹃ 思い ﹄でつなが

昨 年 の 経 験 か ら︑
﹁離れて

への転換を余儀なくされた

た 時︑
﹁新しい生活様式﹂

したいかと思いをめぐらし

た︒今年一年をどんな年に

大 の 自 分 で︑ 地 に 足 つ け

いこう﹂二〇二一年︑等身

くりと︑自分の足で歩いて

くとも︑焦らず怠けずゆっ

た︒
﹁牛のように歩みは遅

しぶりに見返してみまし

いた︑先生からの言葉を久

の卒業メッセージとして頂

の寄稿にあたり︑中学時代

ようと考えています︒今回

させ︑新しいことに挑戦し
思います︒

たいと思います︒

らったことをもとに︑様々

の楽しみ方をモ〜少し見つ

方と﹃思い﹄を共有し︑子

モ〜少し！

二か月の臨時休校から始

な面でモ〜少しスキルアッ

けて︑自粛生活を少しでも

どもや実践の話をしていこ

克典

まった今年度︒感染予防対

プしつつ︑モ〜少し時間に

楽しく過ごしたいです︒

川合

策をして授業や学校行事を

余裕をもって働きたいなと

から一歩一歩！

て︑私にできる小さなこと

行ったり︑初任研のレポー

那賀支部
中貴志小分会

どのように貢献していける

新しい年が始まりました。
干支がうし年の方々に今年の抱負を語っていただきました。

覚えてこなしていくことに

年に

？
な
どん
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減らしたことがありまし

数年前に︑半年で一〇㎏

ということもあって︑特に

肉のヘビーローテーション

の減量に合わせた︑鶏むね

ボクシングをしていた息子

わけです︒

いて︑減量しようと思った

こで目標マイナス五㎏を書

お世話にならないよう︑こ

かけにしてこれ以上お薬の

抱負です︒

た︒人間ドックのエコー検

苦 労 せ ず に︑ 二 か 月 で 五

仕事のほうをさっさと片

目標マイナス五㎏！

査で脂肪肝の一歩手前とい

㎏︑半年後には一〇㎏減ら

付けて︑長年の趣味のラン

耕介

われ︑血液検査の数値も要

し︑翌年の職場の健康診断

ニングの時間を増やして身

楠見

受けて︑思い浮かんだのが

精密検査の結果が並んでい

の血液検査は︑ほぼほぼ正

和歌山市支部
有功中分会

これです︒現在の体重は︑

たのです︒

体を絞れれば一番嬉しいの

七〇㎏代の半ばを︑±一㎏

常となっていました︒

ですが︑若い頃とくらべて

そこで︑決意して︑晩酌

筋肉量も落ちてるので︑運

ぐらいの幅で行ったり来た

一年ぐらいは︑その体重

動だけでは実際には難しい

のビールを︑一〇〇 あた

を維持していたのですが︑

です︒ビールをすこし減ら

りで︑なかなか右肩下がり

いつの間にか大台をこえ︑

り二〇 程度の低カロリー
で売っている第三のビール

というところまで行きませ
ん︒そこを︑何とかして五

のを控えて︑という事をい

そこで︑節目の年をきっ

ロール血症の薬を飲むこと

㎏減らして大台を切ろうと

ず総選挙があります︒教育

つも頭に置きながら再挑戦

ズバリ︑減量です︒もち

の高まりを受け︑来年度予

にお金をかけない自公政権

となり︑風邪でちょっと受

ろん︑体重です︒個人的な

もたちの﹁学習権﹂保障の

算案に﹁小学校限定﹂で﹁年

を退場に追い込み︑政治の

す る！ と い う の を︑

して︑食事も油分の多いも

ために大奮闘し︑学校の主

次計画﹂で﹁三五人﹂学級

流れを変えて︑少人数学級

診 す る に も︑
〝お薬手帳〟

三年ほど前には︑減量前の

人公である﹁ 子どもたち ﹂

が盛り込まれました︒一歩

実現をはじめ︑子どもも教

二〇二一年︑今年の決意と

体重にもどり︑高コレステ

にとって学校が﹁安全﹂で

前進ではありますが︑みん

職員もゆとりをもって過ご

が忘れられないようになっ

にかえ︑休肝日を決めまし

昨 年 は︑ 教 職 員 一 丸 と

﹁ 安心 ﹂して過ごせ︑学べ

なの願いである﹁小中高全

せる学校をつくっていきま

執行委員長

したいと思います︒

た︒それから食事のほうは

現状のままです︒

なって︑新型コロナ感染対

る場所でなければならない

てで﹂
﹁即時に﹂
﹁二〇人程

しょう！

今年の一〇月までには必

策に取り組みながら︑子ど

ことがいかに重要であるか

度﹂の学級編成とはほど遠
級︑複式学級の編成基準も

い内容で︑障害児学校や学

新年あけましておめでとうございます

ml

がコロナ禍のもと︑改めて

武田正利

てしまいました︒

いうのが今年二〇二一年の

ことをご自由に︑と依頼を

㎉

子どもも教職員も
ゆとりを持って過ごせる学校を！

年は
確認されました︒
少人数学級を求める世論
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政府が二〇二一年度予算案を閣議決定

野口

共

減らされて︑ほとんど教職員が

副執行委員長

二一・三人で国際的にみても悪

和教組

小学校全学年で三五人以下学級が実現！
しかし︑不十分な部分もたくさん

一二月二一日に二〇二一年度

今回の少人数学級の不十分さ

増員されないことになります︒

二点目は小学校のみの実施と

の根底には︑菅自公政権の教育

い水準です︒

た︒私たちが長年要求し︑コロ
いうことです︒中学校や高校で

政府予算案が閣議決定されまし

ナ禍の中で世論の高まっていた

にお金をかけない姿勢がありま

署名の取り組みを広げることと

も少人数学級は必須の課題で

三点目は五年をかけて実施す

国民の要求を無視する政治を変

少人数学級編成については︑義

約四〇年ぶりに義務標準法を

るということです︒五年かけて

えていくことが必要です︒

す︒この状況を打開し︑小中高

改正するということで一歩前進

実施すると現小学二年生以上の

和教組としても︑この署名の

す︒また︑複式や障害児学級・

ですが︑不十分なものと言わざ

学年は︑少人数学級の恩恵を受

取り組みをさらに広げるととも

務標準法を改正し︑五年をかけ

るを得ません︒

けないということになります︒

に地元国会議員への働きかけを

全ての学校で三〇人以下学級の

不十分な部分の一点目は三〇

四点目は︑今後少人数学級を

広げるなど引き続き取り組みを

学校の編成基準も全く手付かず

人以下ではなく三五人だったこ

すすめるにあたって加配を振り

強めます︒

て小学校全学年で三五人以下学

とです︒三五人ではソーシャル

替えて行うと言っていることで

実現をするためには︑教育全国

ディスタンスは保てませんし︑

す︒これでは︑三五人学級が実

のままです︒

ＯＥＣＤ加盟国の小学校におけ

現したとしてもその他の加配が

●
あります
●７カ所

◆右の絵をコピーしてハガ
キに貼り、相違する箇所
に赤で丸印を記入してお
送り下さい。氏名・分会
名も必ずお書き下さい。
◆〆切
１月31日
（消印有効）
◆応募先
〒640-8269
和歌山市小松原通3-20
和教組情宣部
◆正解者の中から抽選で
10人の方に学校生協ギ
フトカードを贈ります。
発表は、和教時報２月
15日号にて

応募方法

級にするというものでした︒

る一学級当たりの人数は平均

生協ギフトカードが当たる！

2つの絵で違っている
のはどこかな？

まちがいさがし
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