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「色・いろ・IRO」
私たちは様々な色に囲まれて生活を
しています。空の青・木々の緑・紅葉
の赤…。
色は電磁波であり人体にとって刺激に
なり、何気に人々は色の影響を受けて
います。
例えばバイオレットは昔から病気を
治す治癒の色とされてきました。時代
劇で将軍様が病床についた時に、頭に
紫の鉢巻を巻いているのは特効色とさ
れていたからです。実際に紫草の根っ
この紫根エキスを抽出して染めると鉢
巻が紫色に染まり、その布を患部に巻
いて治療していたりしていました。
また事故の多い車の色は、実際より
遠くに感じて車間を詰めてしまう後退
色の青色系だそうです。最も暗い後退
色の黒色の車は “ 威嚇 ” のイメージが
あり無意識に車間をあけて走るので該
当はせず、その次に暗い後退色の青色
の車の事故が一番多いようです。

このように色は私たちの生活に深く
繋がっています。“ 今日はやる気が出な
いな…” と感じたら、その日のファッ
ションにアドレナリンが分泌される赤
色を取り入れたり、“ 今までの自分をリ
セットしたい ” と感じたら気持ちを白
紙にしてくれる白を取り入れて、“ 食欲
が落ちている…” と感じたら、食欲増進
のオレンジ色を食卓に置いてみる…。
という手法を生活に取り入れてみて、
色と共存してみるのも楽しいのかもし
れません。
（森口

祇園祭前祭

誠子）

山鉾巡行・神幸祭

カウンセラーの目
「エヴァで語るＡＳＤ」
広範囲に展開されたＡＳＤフィールドの影響で、対象へのコンタクトだけで
なく、肝心のコアを認識するということさえ難しくなってしまっていないか
……。
……という、セリフを見ると……え、何これ……エヴァンゲリオンの新しい
シリーズでも始まるの……なんて思う人も居るかも知れない……って……さ
すがに、それは無いか……（一応、念のため、あちらのフィールドはＡＴフィー
ルド。）
ＡＳＤフィールドなどと書いたが、実際には「ＡＳＤ」のみで、
「フィールド」
というコトバはつけない……（一応、念のため、ＡＳＤは「Autistic
Spectrum Disorders」の略。）
「精神障害の診断と統計マニュアル（ＤＳＭ）
」が「ＤＳＭ－ＩＶ（４）－Ｔ
Ｒ」から「ＤＳＭ－５」になってから、
「自閉症」
「アスペルガー」
「ＡＤＨＤ」
「学習障碍」という概念について、いちいち説明をしたり、それぞれが実際に
はきれいに区分できない複雑に絡み合ったような状況になっているというエ
ピソードを語ることが少なくなった。
語る時間が少なくなったぶん、実際に「○○クン」や「○○ちゃん」と直接
対面するまでの待ち時間が、ほんの少し短くなることもあった。
「ＡＳＤ」関係では、診断名（疾病分類）が問題なのでは無くて、実際の「○
○クン」が、どんな子なのかを知ることが問題なので、出会って、時間と空
間を共有することの方が重要だと思える……。
……と、この方向で話を展開すると、とてつもなく長い物語を語ることにな
りそうな気がしてきた……。
一瞬、「Ａ連続体（自閉症連続体）」などと言ってスタートレックで話したら
どうかと思ったが、エヴァの方が、ちょっとだけメジャーかな……と思える
ので、エヴァンゲリオンに戻った方が、話が早いかも……。
「ＡＳＤフィールド」は、外部からの働きかけを、かなり強固に遮蔽する。
音声指示（音声命令）による介入は、フィールドの表層部で簡単に跳ね返さ
れることが多いし、より物理的介入（身体接触を伴う指示・指導）などは、
その物理的介入の影響でフィールドのエネルギーに揺らぎを発生させ、制御
不能の暴走に展開する場合もある。（これをパニックとも表現する……。
）
「指導者」（教育者とは区分して表記）として対応する場合、
「一般常識」や
「社会適応」という装備で対応することが多いが、相当なポテンシャルで対応
しないと「ＡＳＤフィールド」を突破することができない、
場合によっては「学
校全体のエネルギー」を対象一点に集中するという「ヤシマ作戦」クラスの
準備が必要になる。
この主砲は（手法は）、そう、簡単に多用できるものでは無い。
しかし、
「○○クン」の「コア」に接触するためには、いかなるエネルギーを

も遮蔽する「ＡＳＤフィールド」を通過しなくてはならない。
ここで着目すべきは「スペクトラム」という部分、
光のスペクトラムは一般的に
「赤、
橙、黄、緑、青、藍、紫」の７色に区分されて認識されているが、
「赤と橙」の間
に区切り線が引かれているわけではなく、連続している（もちろん、
「赤、橙」だ
けでなく「赤から紫」までが連続している……スペクトラムとは、そういうこと
だ……。
しかも、
「紫の先（ムラサキのサキ）」には「ムラ」が在るのではなく「紫外線」
さらには「Ｘ線」や「ガンマ線」へとスペクトラムは連続している。
反対に「赤の先」
（こっちはしょうも無いゴロ合わせが思いつかなかった）には「赤
外線」さらに「電子レンジのマイクロ波」から「ＷｉＦｉ」
「デジタル放送波」
「Ｆ
Ｍ」「ＡＭ」「ＣＤのサンプリング周波数」
「オーケストラの基準のＣ」さらにその
先まで、スペクトラムは連続している。
「ＡＳＤフィールド」も、その先には「ちょっと変わってる」
「ちょっと変わっ
てるかも」
「そういう目で見れば変わってるとも言える」
「どこが変なの？」まで、
スペクトラムは連続している。
そこで、「こちらのフィールド」を展開して、
「ＡＳＤフィールド」に接触させ、
相互のフィールドに共振を生じさせることで、結果的に「ＡＳＤフィールド」の
遮蔽力を弱めるという「そういうの、エヴァで聞いたことある」という方法があ
るのだ。
もちろん、だれでも簡単にできるというわけでは無く、それなりに「シンクロ率
の高い人」でないと難しいのだが、実際に「シンクロ率」の高い人だと、けっこ
う「ＡＳＤフィールド」を通過することができる。
特殊な外殻を準備したりする必要は無いので、
「シンクロ率」を高めるための柔
軟性や多角的視点の確保が求められるが、お勧めの方法と思える。
これで、「ＡＳＤフィールド」を超えて「○○クン」のコアに到達することができ
るのだが、
「エヴァ」と違うのは、こちらの目的がコアの破壊では無くて、接触し
た上での「○○クン」のコアとの、さらなる共振と（部分的）融合だということ
……。
（高石

公資）

ご支援のお願い
○
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。
○
広告掲載でご支援いただけませんか？
機関紙に広告・案内などを掲載していただくことでのご支援をしていただけません
か？
KSCE 通信 発行部数 ５００部 メール添付 カラー版配信１3 部 合計５１３部
当所へのご支援として通信への広告などを載せていただける団体・企業・店舗・個
人の方、お気軽にお問い合わせください。

イベント紹介・報告
☆６月２６日

健康体操教室
外部の講師の方にお越しいただいて
体を伸ばしたり動かしたりしました。
今後２ヶ月に１度くらいでやってみ
ようと思います。
次回は８月２８日の予定です。

☆７月１５日

祇園祭宵宵山
毎年７月に実施されている京都三大祭
りの一つ
祇園祭の宵山に行きました。
今年はちょっと違うルートで回ったの
で新鮮でした。

☆７月８日

サッカー観戦
京都サンガのサッカーを西京極に
観戦に行きました。雨の中でしたが
頑張っている選手を見ることはいい機
会でした。

☆７月１７日
台風のために臨時休業でした。
山鉾巡行は行われていました。

☆７月１８日

集い場
この日は参加者が少なめでしたが
最後に残っていたみんなで定食屋で
夕ご飯を食べてわいわいとした時間を
過ごしました。

☆フリースペース

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

ものづくりかふぇ
８月の日程変更のお知らせと７月実施日変更のご報告
７月１７日予定のものづくりかふぇは台風接近による
臨時休業により２４日に変更となりました。また、８月のものづくりかふぇは
当所事情により第４金曜日２８日に変更になりました。

お知らせ
●

物品寄贈の御礼

この３月から７月にかけて様々な物品寄贈をいただきました。誠にありがとうござい
ます。当所で使用させていただいたり、フリマ活動での社会経験の練習などにも役立
てたいと思います。
○
○
○

京都大学 学術研究支援室
豊中市 尾崎良子 様
京都市 菱田 智 様

様

アポロ活動の中でのフリマ活動に対する物品寄贈や、学習サポートで使用させていた
だく問題集・教科書・赤本・高卒認定試験問題集パソコンソフト・絵本・知育玩具な
どを常時募集しております。皆様の不用品などであればぜひ寄贈いただければと思い
ます。寄贈いただける方は京都教育サポートセンターまでお申し出ください。メール・
電話など可能です。なお、送付いただく際の送料も申し訳ございませんがご負担いた
だいております。
●

夏期休業のお知らせと休業期間中のイベントのお知らせ

８月１３日木曜日から１７日月曜日を夏期休業とさせていただきます。
なお、１７日月曜日はことばのがくしゅうと事前予約された個別教育予備校 MES 学
習サポートのみ実施いたします。またこのお休み中ではありますが１６日日曜日１８
時事務所集合で京都五山送り火を見に行くイベントを実施いたします。
送り火は２０時からになります。ぜひご参加ください。雨天の場合、送り火の実施で
あっても状況によっては事務所内で茶話会に変更いたします。
● 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）
●

２０１５年度アポロ会員

募集いたします。

アポロ会員は当所の通常利用や学習利用などはまだ希望しないが、レクリエーション
イベントなどのアポロ活動には参加してみたいという方の会員制度です。会員資格は
申し込まれた月の翌月から１年間となっております。アポロ会員には毎月の機関紙を
送付します。２０１５年度よりアポロ会員費用は月額６００円（年７２００円・機関
紙送付費用含）となっております。なお、この会員は実際にイベントに参加したかど
うかではなく、参加権利の費用となります。ご了承ください。会員希望の方は京都教
育サポートセンターまでメールか電話にてお知らせください。

集い場派生事業「集い場○（サークル）
」開始しました
昨年度から実施している「集い場」ですが、自由に気ままに過ごせる居場所
を利用生の有無を問わずいろいろな方に利用していただくことから
始めました。この運営上で出てきた意見として「何をしているかわからない」
「行ってなにをしていいかわからない」などをお聞きしました。
「集い場」はまさにそこを目的としていて参加者内ですることが決まり、実施
していくなどに発展もしていくことを期待しているのですが、新規の方には
なかなか入りにくいというところもあるとのことで、することが決まった集
い場をすることにしました。
サークル活動ですのでただする、遊ぶだけでなく、そのサークル活動の
内容をもとに MT（ミーティング）を実施し、話し合ったり交流する機会を設
けます。
※７月３１日までに希望などをお聞きしていました
集い場○（サークル）活動のヒアリングを８月３１日まで
延長して募集いたします。
２０１５年度実施サークル確定させて
９月より本格活動開始いたします。
現在予定しているものは
○学食 Walk
○バスで京都散策
○麻雀くらぶ
○ボウリング部
○ものづくりかふぇ（以前より継続中・サークル活動として編入）
したいものの希望を教えてくださいね。
○ 8 月の通常集い場
8 月 8 日土曜日 １８：００～２２：００
8 月 22 日土曜日 １８：００～２２：００
２０時までに入室ください。２０時以降参加者がいなくなった時点で終了と
します。
この日は集い場参加者の１８時以前の利用も可能です。
（利用生アポロ会員以外 は２００円）
気ままにのんびり過ごしてみませんか？
スタッフに話・相談に行くとかでも構いませんよ。

編集後記
先日の台風の雨はすごかったですね。 この日で降った雨はほぼ一月分だったそう
です。
今後もこのような豪雨もあると思いますので夏休みの生活も天気の急変も含めて
気をつけていきたいですね。
京都教育サポートセンターは８月１３日木曜日から１７日月曜日まで
（ことばのがくしゅう・個別教育予備校 MES 学習は１７日実施します）
お盆休みとします。その期間の連絡はメールまたは事業所長南山携帯までお願い
（南山 勝宣）
いたします。
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１日 ( 土） 京の七夕 鴨川会場
１８時事務所集合
４日 ( 火 ) ５日 ( 水 ) ２０１５年度第１回
高校卒業程度認定試験
京都会場 京都テルサ
８日 ( 土 ) 集い場 １８時～２２時
２０時までに入室ください。
１８時以前利用（利用生・アポロ会員は
無料・その他は２００円）も可能です。
１６日 ( 日 ) 京都五山送り火 １８時事務
所集合 ２０時～火入れ 河原町今出川
から徒歩で出雲路橋近辺に向かいます。
参加費 利用生・アポロ会員無料 その
他１００円 （別途移動交通費や飲食代
など各自必要です）
２１日 ( 金 ) 集い場○（サークル）
「バスで京都散策」発足ミーティング
１４：３０より
スケジュールなどを計画いたします。
２２日 ( 土 ) 卓球会１４時～皆がやめよう
と言うまで笑 参加費 利用生・アポロ
会員無料 その他１００円
２２日 ( 土 ) 集い場 １８時～２２時
２０時までに入室ください。
１８時以前利用（利用生・アポロ会員は
無料・その他は２００円）も可能です。
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ものづくりかふぇ
健康体操教室
集い場○

２８日 ( 金 ) ものづくりかふぇ
今月は都合により第４金曜日実施です。
１３時～１４時半 参加費無料 作成物は
希望者有料買取になります。
２８日 ( 金 ) 健康体操教室 １４時半～ 参
加費無料 ６月に続いて２回目の実施です。
２８日 ( 金 ) 集い場○（サークル）
「学食 walk」発足ミーティング１５：００
～１６：００
顔合わせ、スケジュールなど話し合います。
※ここに掲載がない日でも急遽イベントが
計画される場合があります。
（７月は京都サ
ンガのサッカー観戦を７月８日に急遽実施し
ました）その場合はブログ・HP・フェイス
ブックページ・事務所内掲示にて告知いたし
ます。メールや電話にてお問い合わせも構い
ません。
毎週月曜 １６時半～ 19 時 20 分
ことばのがくしゅう
毎週日曜 お休み
１３日 ( 木 ) ～１７日 ( 月 )
京都教育サポートセンター夏期休業
（１７日は個別教育予備校 MES 学習とこと
ばのがくしゅうのみ実施）

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 7 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

