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　新年度にあたって僕の京都教育
サポートセンターにおけるサポー
トの考え方をお知らせしておきま
す。

１．	 しなければいけない、で縛
られない生活をしていきましょ
う。

２．	 しようと思えることをして
いきましょう。

３．	 「いいこと」＝「しなけれ
ばいけない」わけではありません。

「しようと思えばしてもいい」の
です。

４．	 しなければいけないことも
あるのですが、その場合でも「ま
あしようか」という意識を１クッ
ション挟んで実施できることを同
じするという結果でも目指したい
です。

５．	 「したいこと」「やりたい
こと」が出てくればだんだんいろ
いろなエネルギーが湧いてくると
思っています。

６．	 ０対１００になるような選
択肢はなかなかありません。どの
選択肢もいい要素としんどい要素
があるものです。

７．	 自分の意思で選んだ選択肢
なら上手くいかないことがあって
も納得または受け入れることがし
やすいものになると思っています。

８．	 「どうなる？」を考えすぎず
「どうする？」を考えていきましょ
う。

９．	 「どうする？」考える上では
結果が保証されていることはまず
ないものです。でもしようと思う
には「うまくいく」と信じて実施
することが大切です。

１０．	 「うまくいく」と信じ
るには・・・「自分を信じること」「自
分を受け入れること」が大切です。
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２０１５年５月号

「KSCE の考え方」

（南山　勝宣）
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カウンセラーの目

脳内侵略

　季節行事という印象になってきているが、春になってテレビ番組の改編が
行われている。
放送協会の教育番組などでは、新学年の始まりにあわせて語学の新シリーズ
が開始されたりする。
そんな中で、昔、小説で読んだ作品がドラマになっていたりすることがある。
実際の経験として、大きな違和感を感じてしまったという記憶は残っていな
いのだけれど、小説で読んでイメーージしていた登場人物のキャラクター（見
た目の印象など）がドラマの俳優のイメージと少し違うと感じることはあっ
た。
それでも、ドラマを続けてみていると、次第に違和感は薄れていったりする
のだけど、これは自分の感覚を安定させるための自己修正機能が働いた結果
なのか、ドラマ作者（演出家）の意図に操られて自分（の持ったイメージ）
を破壊された結果なのか……というのが、ちょっと気になる……。

これは他者による思考の侵略と言えるのでは無いかと思えてくる……って、
考えすぎか……。

　逆に、ドラマや映画の方が先行して、人気が出たので、それをノベライズ
したという作品も存在する。
この場合、特にセリフの無いドラマの短いシーンが小説化された場合、登場
人物の心情や考えがけっこう詳細に書き込まれていて「なるほど、あのシー
ンの登場人物の表情の背後には、そういう思いがあったということなのか
……」と、ドラマの内容がより深く分かった気分になることがある。
ただ、この場合も、最初に画像（動画）で見たときの自分の持ったイメージが、
他者（ノベライズ作家）の解釈に侵略されたとも言える。

ん～、しかし、これらを侵略とした場合、どれほど心配したり、警戒したり
する必要があるのだろうか……。

　自分で何らかの創作活動をするという立場なら自分のイメージの世界を他
者に侵略されるというのは問題だろう。
提示された作品を受け止める立場としては、もう少し気楽に他者（作者）の
イメージに自分が侵略されても良いか……というか、作品を受け止める（鑑
賞する）というのは、「侵略されるのを楽しむ行為」と言うことになるのだろう。

　じゃあ、あまり心配せずに他者の創作品にイメージ侵略されるのを楽しも
うか……と、考えたところで、また気になることが出てきた。
自分としては、最初、小説は受け手の自由度が高く、（紙媒体の）漫画、映画
などの映像動画になるに従って、受け手のイメージが制限されて自由度が低
くなる……と、考えていたのだが、ことはそれほど単純では無さそうだとい
うことが見えてきた。
映画の場合、登場人物の「見た目（姿かたち）」は受け手に介入の余地はほと
んど無い、しかし、小説の場合は登場人物の心情、思いに関しては「そのとき、



彼は○○と思った」などと書かれてしまうと、受け手に介入の余地が無くなって
しまっている。
逆に、映画の場合、あるシーンでの登場人物がどんな思いでいるのかは、受け手
の側で深くも浅くも解釈できる。
小説の場合は、登場人物に関して「巌のような巨漢」とか「透き通るような白い肌の」
という表現から受け手によって、かなり多種多様な姿（見た目）がイメージできる。
表現媒体によって受け手の自由度を発揮できる部分が異なっていて、どの媒体の
自由度が高いかは単純に決まらないようだ。

さて、春のテレビ番組の改変で始まったドラマなどの番組は、どんなイメージ侵
略を仕掛けてくるのだろうか……受け手としての臨戦態勢は整っているか……。

（高石　公資）

ご支援のお願い

１．２０１５年度融資会員を募集いたします（募集期間　２０１５年５月３１日	
まで）	
	京都教育サポートセンターの運営を安定させるため、融資会員を募集いたします。	
１口２０，０００円　年利２％　毎年６月１日に均等返済をいたします。	
返済は１口・２口は２年、３口・４口は４年、５口～１０口は５年、１１口以上	
は随時相談にて	
残債に対する利息と分割元金を返済いたします。	
ご協力いただける方はお申し出いただき、必要に応じて事業所長が説明にお伺いい
たします。返済は銀行振込または現金書留にていたします。	
返済期間中は機関紙にて活動を報告をさせていただき、決算時には事業報告書を	
送付いたします。	

２．寄付会員募集しています（随時）	
寄付金額により当所活動「ものづくりかふぇ」で作成しているものをお礼として送
らせていただいたり、機関紙にお名前を掲載させていただいたり、活動報告を随時
させていただきます。ぜひ、当所の活動をご支援くださいますようお願いいたします。
ご希望の方、興味をもたれた方には京都教育サポートセンター事業所長がお伺いし
て説明させていただきます。	

３．その他いろいろご支援を募集しています	
○教材・教科書・問題集・赤本などご寄贈ください	
○フリースペース用マンガ・書籍・コミュニケーション系統ゲーム募集しています	
○リサイクルフリマ用　衣類・雑貨・書籍など（売上を寄付金として運営に充当	
させていただきます）ご寄贈ください	
○ボランティアスタッフ募集しています。２０歳以上４０歳代くらいまで。詳細	
はお問い合わせください。	
○パンフレット等の配架を受け入れていただける方募集しています。	
○その他　不要なもので寄贈してみたいもの（お問い合わせください）何でもお	
申し出ください。



イベント紹介・報告

☆３月２２日

	年度末パーティ 

2014年度を締めくくるパーティです。	
今回はプレーンのロールパンを使って	
たまごやハムをはさんでサンドイッチ
にしいいパーティの食卓になりまし
た。	
４月から進学する生徒などの激励もあ
り、人生ゲームを少しオリジナルルー
ルにしたりして遊んだりと楽しい１日
になりました。	

☆４月１７日

ものづくりかふぇ

今回はタイルアートの中でも画鋲に
タイルをつけるだけで貼った時の見
た感じがすごくおしゃれなピンにな
りました。
ものづくりかふぇは２０１５年度も
毎月第３金曜日に実施いたします。



☆３月２９日

	年度末食事会 

こちらは１８歳以上（お酒は当然２０
歳以上）の	
飲むことも OK の鉄板焼パーティをし
ました。	
お腹も満たされ、雰囲気も楽しく	
満足な食事会に参加者の方はなってい
ただけたのでは	
	ないかと思います。	

☆３月２１日、２８日
	

集い場２０１４

２０１４年度新規事業の集い場、この
２回で無事終了いたしました。	
後半は参加者数の伸び悩みなども含め
て課題が出てきました。	
この課題を踏まえて２０１５年度の集
い場事業を運営していきたいと思いま
す。	

☆４月５日

お花見

雨がよく降る中のお花見となりました
ので行き先を当初の予定から変更して、	
京都御苑に行きました。雨で肌寒い中
ではありましたが桜はとてもきれいで
した。	

☆４月１１日

	集い場２０１５

新年度の集い場、初回を実施しました。	
時間を１８時から２２時にさせていた
だきました。	
といっても以前の時間はフリースクー
ル運営で開所しています。２０１５年
度はこの形式を２０回実施予定です。
また新規に集い場○（サークル）を５
月下旬から運営していきます。詳細は
お問い合わせくださいね。



お知らせ

２０１５年度の運営に入りました。今年度京都教育サポートセンター・個別教育
予備校 MES にて運営する活動をまとめとしてお知らせしておきます。

○	 学習サポート活動
５限までは京都教育サポートセンター、５限からは個別教育予備校 MES にて対応
いたします。１対２までの個別指導による学習サポートです。高卒認定試験・大
学受験・高校受験・中学受験・基礎錬成・通信制高校レポートや単位認定試験対応・
就職に向けた SPI などの対策まで対応いたします。

○	 フリースペース
火曜日～土曜日までの朝～１８時まで居場所としてフリースペースを提供してい
ます。自宅以外にゆっくりできる場所として、他人と関わる空間の一つとしてお
使いいただければと思います。

○	 フリースクール活動（自立支援活動「アポロ」）
レクリエーションイベントや社会活動を年間を通していろいろ実施し、他人と関
わることなどの練習の場、経験の場としてご利用いただければと思います。

○	 集い場事業
今年度は年間２０日、ほとんどが土曜日の１８：００～２２：００を開放して当
所の利用生を問わず居場所利用いただけます。

○	 集い場○（サークル）事業
集い場運営を発展させました。一番自由度の高い居場所提供が目的ですが、もう
少しだけハードルを下げてサークル活動を設定して、その活動に特化しながら居
場所としても利用していただけるようにと考えます。好きなことから入っていき
ませんか？新規に「カラオケサークル」「ボウリングサークル」「麻雀サークル」
を立ち上げ、アポロ事業から移行として「ものづくりかふぇ」を行います。

○	 各種相談事業
不登校・ひきこもり・対人関係不安・学校中退などの若者とその支援者に対して
生活・心理面などの相談や学校中退からの進学相談、社会の中での生きにくい状
況などでの愚痴を話したい、などにご利用ください。

○	 家庭訪問・家庭教師
なかなか通える状況にないけど学習をしていきたい、または家族以外の人と関わ
りたい、まだ本人は動けないけど親のフォローのためなどに訪問を行っています。

○	 お預かり事業
夜まで保護者が仕事などで帰れず、小学生・中学生が家で子供だけで過ごす時間
が増えることに対して、コミュニケーションの場、安全な場として学童保育的に
お預かりをするコースを設置いたしました。最大で２３時までお預かりが可能で
す。スタッフ体制により定員があります。



編集後記

昨年から実施している集い場事業は発展しての集い場○（サークル）事業を追加
いたしました。利用者側からの希望で新規のサークルを作ることも可能です。ス
タッフに申し出てくださいね。

○	 その他
代表南山が当所の活動や１６年この分野の若者たちと関わった経験などを話
をさせていただいたりもします。広報活動としてお伺いすることもできます。
寄付・寄贈などをしていただく際の活動の説明を聞きたい、などにもご利用
ください。

○　　２０１５年度機関紙「KSCE 通信」　メール添付カラー版購読会員募集
しています。	

内部生・スタッフは無料・関係機関や団体も無料・その他は年額３６００
円のご寄付をお願いできればと思います。（紙面版購読会員は送料込で年額
６６００円のご寄付をお願いします（アポロ会員として登録いたします。現
在会員の方は１年経過前にまたお知らせいたします）	

○　　個別教育予備校 MES と共同運営で	
学童保育的に利用できる「おあずかりコース」を	
今回新設いたしました。	
学校帰りから保護者様が仕事から戻ってくるまでの間を安全のためなどに	
夜遅くまでご利用頂けます。学習塾のお預かりですので	
宿題のサポートをいたします。詳細はお問い合わせください。	

	○　　５月６日市役所前フリマに参加します。	
皆様のところで不要になっている	
衣類雑貨書籍などがあればご寄贈いただけると幸いです。	
	売り上げは運営費に充当させていただきます。	
フリマの当所ブースに当所のパンフレットなども設置しておりますので	
活動に興味のある方、相談してみたい方、ご支援を考えていただける方	
などお気軽にお立ち寄りください。

○　　５月はまだイベントを実施しようと考えています。決まり次第 HP・ブ
ログ・フェイスブックページ・Twitter で告知いたします。

ホームページ：http://ksce.jpn.org/
Blog：http://ksce.jpn.org/?page_id=1234
Twitter	ID=ksceleader
フェイスブックページ：https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo

２０１５年度第１回高校卒業程度認定試験の出願が始まりました。受験する
方はお忘れの無いように出願ください。締切は５月１３日消印有効です。

（南山　勝宣）



２０１5 年 5 月

KSCE 全般もしくは通信に関するお問い合わせ・ご意見は、下記までお願いします。

E-mail の場合 soudan@ksce.jpn.org 、TEL/FAX の場合 075-211-0750、郵便は〒 604-8005 京都府京都市中

京区三条河原町東入ル恵比須町 439 早川ビル 6F 京都教育サポートセンター KSCE 通信係 まで。

2015 年 4 月 20 日発行　特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター

毎週月曜日 16 時半～ 19 時 20 分
ことばのがくしゅう
毎週日曜　お休み
４月２６日 ( 日 ) ～５月６日 ( 水 )　
GW　休業日
※　４月２７日・２８日・３０日・５月１日は希
望・振替に応じて学習サポートのみ実施いたしま
す
※　お預かりコース（個別教育予備校 MES）は
申込制にて４月２７日～５月２日はお受けいた
します。（４月２６日・５月３日～６日はお休み
いたします）

イベントはフェイスブックページまたはブログ・
ツイッターにて変更や臨時追加など告知いたし
ますのでブックマークやフォローなどお願いい
たします。（ネット環境の無い方はお申し出に
より電話連絡によりお知らせいたします（月額
１００円））なお、代表南山の SNS でも告知して
おります（ID などは直接南山に聞いてください）。

フェイスブックページ
https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo
Twitter　ID	「ksceleader」
ブログ　http://ksce.jpn.org/?page_id=1234

６日 ( 水 )　市役所前フリマ参加　
８時半～１７時　お手伝いいただける方
歓迎です。一部の時間だけでも大丈夫で
すよ。
８日 ( 金 )　パレット河原町清掃活動日　
９：３０～

９日 ( 土 )　集い場　
１８：００～２２：００　１８時以前の
フリースクール時間からの利用希望も可
能です。内部・アポロ会員以外は１００
円かかります。

１５日 ( 金 )　ものづくりかふぇ　
１３：００～１４：３０
１６日 ( 土 )　集い場　
１８：００～２２：００　フリマ予備日

２４日 ( 日 )　集い場○（サークル）「麻
雀サークルミーティング第１回」（予定・
サークル内容変更の可能性あり）

３１日 ( 日 )　鴨川ピクニック（予定）
１２：００事務所集合

5 月

日 月 火 水 木 金 土

1
GW 休業日

2
GW 休業日

3
GW 休業日

4
GW 休業日

5
GW 休業日

6
GW 休業日

市役所前フリマ

参加

7 8
パレット清掃

9
集い場

10 11
ことばのがくしゅ

う

12 13 14 15
ものづくりかふぇ

16
集い場

17 18
ことばのがく

しゅう

19 20 21 22 23
ハーブの会

24/31
24 日集い場○

31 日鴨川ピク

ニック（予定）

25
ことばのがく

しゅう

26 27 28 29 30


