が出されました︒人事

員に対して人事院勧告

８月７日︑国家公務
りません︒

５月上がるわけではあ

絡むので全員が０・０

院勧告とは︑争議権が

再任用、非常勤職員
不当に制限されている
の処遇改善なし

第三者機関である人事

ついては︑今年は月例

再任用職員の給与に

国家公務員に対して︑
院が民間との格差を政

なく︑定年前と同じ責

府︑議会に対して調査︑ 給︑一時金とも改善は
報告したものです︒

任を負う再任用職員の
声には応えていません︒
非常勤職員について

都ではここ３年間格差

なっていますが︑東京

０・０５月引き上げと

０・０９％︑一時金で

月例給については

った一時金が支給され

ると︑これまで出なか

います︒これに移行す

への移行が予定されて

﹁会計年度任用職員﹂

来年度現在の職から

も大きな改善はなく︑

が僅少なので︑３年間

ます︒しかし

給与引き上げは６年
連続だが、東京都は
３年連続すえ置き

連続据え置きになって

えての任用が可能にな

才を超
います︒また一時金の

人事評価が適応される

した︒

提案すらされませんで

での審議が期待されて

ます︒今年の通常国会

に向けて奮闘しましょ

いに論議し︑秋の山場

これから職場でも大

秋のたたかいが重要

ます︒

中心に論点整理してい

能な﹁短時間勤務﹂を

自に高齢者でも勤務可

都労連では都側と独

など責任が過大になり
ます︒

才定年へ

定年の引き上げは不
透明
昨年来︑

の移行措置が人事院か

いましたが︑参議院選

う︒

ら政府に要請されてい

挙があったこともあり

退職金の賢い
運用について

全教職員配布

りますが︑あくまで任

（社会保険労務士、行政書士）
労働金庫立川支店より

http://kitanisi.org/
東京都教職員組合
北多摩西支部情宣部

引き上げ分がすべて勤

■ 期日 ９月20日
（金）18：30 ～
■ 場所 北多摩西教育会館
■ 講師 藤 波 良 介さん

No.4
用期間が単年度なのと︑

65

退職を予定されている皆さん、退職後の
様々な権利、義務について学びましょう。

国分寺市光町1‐40‐12
Tel 042-576-1161㈹
Fax 042-575-0529
E-mail：
kitanisi＠crux.ocn.ne.jp

勉手当とし︑成績率が

ライフプランセミナ－
2019北西

ホームページ：
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2019 人事院勧告出される

民間との格差 月例給 0.09％若年層のみ
引き上げ、一時金 0.05月 勤勉手当に配分

一年生のア
ー ち ゃ ん は︑
入学式の次の
日から遅刻や
無断欠席が目立ち︑教材
もなかなかそろいませ
ん︒▼ある日︑後ろの席
のカイ君が﹁色鉛筆が消
え ち ゃ っ た ﹂ と 大 騒 ぎ︒
みんなで探してテレビ台
の下から見つかったので
すが︑隠したのはアーち
ゃん︒すぐに︑﹁ごめんね﹂
﹁ い い よ！﹂ と な っ た け
れど︑なぜ隠したのか判
然としません⁝︒▼その
時ハッとしました︒アー
ちゃんは最近やっと色鉛
筆を買ってもらい︑学校
に持ってくることができ
たのです︒
﹁アーちゃん︑
カイ君に自分の色鉛筆を
貸してあげたかった
の？﹂うつむいたままコ
クンとうなずくアーちゃ
ん︒みんなでアーちゃん
の気持ちになってみまし
た︒▼休み時間︑アーち
ゃんの色鉛筆で塗り絵を
している子どもたち︒や
わらかい優しい空気に包
まれたひと時でした︒
︵Ｍ・Ｓ︶

７月 日、今年の「北西夏の大学習会」は和
歌山大学から江利川春雄さん（＝写真）をお呼
びして、小学校英語導入の背景と、小学校では
どう対応するのか具体的に学びました。

小中高大にわたる
改革の背景は？
英語教育の拡大は官
邸主導で進められ︑目
的は﹁グローバル人材

子どもたちの学習負担

から無理に幼児期から

しかし︑様々な調査

ことです︒
※学習会では、人気のア
ニメを使って人称の違
い（Ｉ＝私、俺…）な
どからことばと文化の
違いに気づく授業が紹
介されました。

母語を育てる
人は基本的に母語で
思 考 し ま す︒﹁ 教 科 書
が理解できない中学
生﹂が昨年話題になり
ま し た︒ 英 語 学 習 を 通
して母語である日本語
の力を育てることが重
要です︒

希望が生かされる人事異動に

９月から異動についての面接が始まります。
都教委は事実に基づいて判断します。そのた
めに、
●介護や保育等の事情がある場合は、客観的
な状況を、出来るだけ資料をつけて管理職
に必ず伝える。
●異動が予定されている人は必ずピンクカー
ドを地区協を通じて支部に提出して下さい。
●不明なこと、困ったことがあったら組合員
か支部事務所に早めに相談を！

〜｢道徳｣の授業、どうしていますか？〜

育成﹂です︒大学入試

が増えています︒結局

始めなくても英語力は

子どもの心に届く授業がしたい

では英語が民間に丸投

一部のエリートづくり

十分につくことが明ら

北西教育センター 実践講座

げされました︒小学校
だけでなく︑中高校で
も学習する単語数が増

と︑塾をはじめとした

かになっています︒で

えるなど難しくなり︑

民間産業が儲かるよう

すから︑小学校では英

す︒

視聴覚教材を使ったり︑
指示は日本語で行うな
どで構いません︒自分

英語を嫌いに
させないために

語を 教
｢ え込もう と
｣し
ないで︑ＤＶＤなどの

な仕組みになっていま

→日本人なまりの英語でいい。

英語教育については

参加してください。m(̲ ̲)m

→指示などは日本語でよい。

の得意分野を生かしま

どなたでも参加できます。気軽に

→ＤＶＤなどの視聴覚教材をフル活用。

﹁英語は早く学んだ方

んの話をもとに一緒に学びましょう。

英語を｢教え込もうとしない｣

しょう︒大切なことは

広げる授業をどうつくるか、今関さ

○

が身につく﹂という思

子どもたちの心に届き、考え方を

英語嫌いをつくらない＝ことばを楽し
む子を育てる。

英語嫌いをつくらない

師

講

○

24

い込みがあります︒

ところ

10月11日㈮ 午後6：30〜8：30
北多摩西教育会館 ※国立駅北口徒歩５分
首都大学東京等で学生を指導
今関 和子さん 元小学校教員、
全国生活指導研究協議会研究全国委員

き

と

江利川 春雄さんの講演から
～北西夏の大学習会～
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子どもたちの学習負担を増やす英語の拡大
「英語嫌いをつくらない」を目指す

