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「異文化と生きる」
パリでのテロ事件を聞き、真っ先に
思い浮かんだのは五年前にパリで乗っ
たタクシー運転手の青年だった。オ
ルセー美術館に行く途中道に迷い「一
人で乗るのは怖いな」と躊躇しながら
三十歳ぐらいの優しそうな青年を選ん
で乗車した。気さくな青年でお互いに
拙い英語で旅について語った。
「ニュー
ヨ ー ク、 ロ ー マ、 北 京、 東 京 色 ん な
国に行った、日本はいい国だったよ。」
と様々な国を旅した話しをしてくれ
た。「どこの国が一番良かった？」と
聞くと少し戸惑って「シリアのブルー
モスクが世界で一番美しい。」と答え
てくれた。有名な大都市の話ばかり
だったので私は怪訝な顔をしてしまっ
た。すると彼は慌てて話を変えてし
まった。
タクシーを降りなぜシリアのブルー
モスクなのか、なぜ彼が私の反応を見
て慌てて話題を変えたのか違和感が残
り考え込んだ。ふっと彼は北アフリカ
系のイスラム系移民だったのかと思い
当たった。すでにヨーロッパでのイス
ラム系移民に対する社会的な迫害が問
題となっていた。戸惑った私を見てす
ぐに話題を変えたのはイスラムへの偏
見を恐れたのではないだろうか。今で
も「シリアのブルーモスクはアラベス

ク文様がきれいらしいね、行ってみた
い。
」と答えられなかったことを後悔し
ている。きっと彼は喜んでシリアを旅
した話をしてくれただろう。
私は昔から好きなテレビや本が周囲
と異なり常にクラスで浮いていた。一
人でいることが多くいじめの対象に
なったこともある。私もクラスメート
を「理解できないバカ」と思い馴染む
努力もせずに孤立を深めていた。ヨー
ロッパの中で異なる文化、宗教、外見
を持つイスラムの人々も過去に自分が
体験したよりもっと強い孤立感を抱い
ているのではないか。そう考えるとイ
スラム系の人々の起こす様々な事件を
単純に「悪」と考えることができなく
て過去の自分と重なり、彼らの孤独感
を思うと同情してしまう。
パリの青年は「パリで一番美しいルー
ブル美術館を見せてあげる。
」と言い、
わざわざよく見える場所を通ってくれ
た。フランスを「住みにくい国だ、パ
リはこんなに美しいのに。
」と怒ったよ
うに言っていた。今彼はどうしている
だろうか。不満を抱きつつもフランス
人と協調して幸せに暮らしていること
を祈る。
（新山

美央）

フリースペース

カウンセラーの目
「意味が変わる、認識が変わる」
駅のホームで電車を待っていると「１番線に列車がまいります。黄色の三
角印で並んでお待ちください」などとアナウンスが流れる。
地上駅ホームの足元や、地下鉄の向かい側の壁にドア位置を示す「△」や「○」
のマークが描かれている。
実は、ＫＳＣＥと関わるようになって、京阪電車の淀屋橋駅を利用するこ
とになったのだが、ある時にちょっとしたことに気づいて、ずっと気になっ
ていた……。
駅のドア位置マークがきっかけだったのだが、別に電鉄会社や列車が気になっ
たわけでは無い……改めて人間の環境への対応能力の柔軟さに気づいたとい
うか、人が物の意味を認識する能力に関することなのだ……。
この事が、やたら気になり始めたのは、たぶん１０年以上前のことで、
２０１５年の中盤からＫＳＣＥに直接出向く回数が減ったため、今現在、京
阪、淀屋橋駅のホームのドア位置マークが、そのままなのか、変更されたのか、
直接現場を確認できていないので、２０１５年の５月頃の記憶で話しを続け
ることになる……。（補足を後述）
それまで、出町柳行きの特急が入線してくると、
「黄色の三角印で……」と
アナウンスが流れ、私は何の疑問も感じずに指定のドア位置に並んでいた
……。
そんなある日、正面の巨大広告パネルに描かれた劇団四季のライオンキン
グの絵を眺めていて、ふと視線を下げたときに改めて、そこに描かれている
ドア位置マークを見て『三角が２つ並んで描かれているのは、２列に並んで
待てという意味も含んでいるのかな……」などと考えていた。
そして足元を見ると、当然そこにもドア位置マークがあったのだが、ちょ
うどその時に例のアナウンスが流れてきて……「あれっ……」と思ってしまっ
たのだ……。
不思議がる方が、不思議かも知れないが、その時、私は自分は何を「黄色
の三角印」と思っていたのだろうか……と考え始めてしまったのだ……。
正面の壁の表示は緑地の長方形に黄色で三角が描かれていた。
ホーム足元では黄色地の長方形に白い三角が示されていた。
実は、巨大な広告パネルの方が目立っていたので、それまで向かいの壁に
示されたマークを意識して観察することが無かったのだ……と、すると……
私は足元の「黄色地に描かれた白い三角」を見て、
「黄色の三角印」と受け止
めていた……ということになる……。
そこで、自分で自分にツッコミ……「おいおい、それは白三角だろ……」
まあ、黄色地の長方形に黄色で三角を描いたら、ただの黄色の長方形でしか
無いから、三角を描くなら黄色以外を使うしかないのだが……目立つように
補色の緑で三角を描いたりしたら、それこそパニックが起こるかも……。

かと言って、アナウンスの方を変更して「白い三角印」と言うのを想像すると、
なんだかピンと来ない……いっそのこと単に「三角印」と言ってもらった方がシッ
クリ来る……って、何でだろう……新たな疑問追加……。
いったい、私の頭の中で「何」が「どう」処理されているのか……。
新年早々、何と言う話しに巻き込むんじゃ……と言わないで、まあ、黄色いミカ
ンでも食べながら考えてみて……。
補足：実は、この原稿を書き上げる前に、現場を確認しに行ってきました。
２０１５年１２月１６日現在の淀屋橋駅は一部が改装されていて、この原稿の元
になった風景は見られなくなっていました。
現場を確認に行って、私の記憶間違いだったのかとも思いましたが、昔の事と
は言え、あの時の印象は強烈に残っているので、他の駅での体験を淀屋橋駅のこ
とと勘違いしているとは思えませんでした。
そこで、画像データの古いものをストック用のハードディスクに移してパソコ
ンから取り外して保存してあるので、久しぶりに古いＨＤＤを取り出して外付け
で接続して淀屋橋関連の画像を探してみました。
すると２００８年０６月１９日に撮影した画像の中に、私の記憶どおりの風景
が残っていました。
機関紙の印刷はモノクロになるので、ＫＳＣＥ掲示板の「Ｓｉｄｅ３」に画像
をアップしておきました。
気になる方は、以下のアドレスで画像を確認できます。
京阪・淀屋橋駅その２（２００８年０６月の画像）
http://9012.teacup.com/ksce/bbs/1076
京阪・淀屋橋駅その１（２０１５年１２月の画像）
http://9012.teacup.com/ksce/bbs/1075
それから、駅のアナウンスが、一部、機械音声になっていて、そのセリフは「黄
色の乗車位置、三角印で……」という表現になっていました。これなら、私はこ
んな疑問を引きずることにならなかったでしょうね……。
昔、私が聞いた駅員の肉声アナウンスに関しては、さすがに音声情報を残して
いないので、記憶どおりだったのかどうかの確認はとれませんでした……。
（高石

公資）

年末年始休業のお知らせ
京都教育サポートセンターは
12 月 27 日から 1 月４日までお休みいたします。(28 日 29 日 30 日 4 日は振替授業と
ことばのがくしゅうは実施します )
個別教育予備校 MES ならびに冬休み利用コースは 29 日から 3 日をお休みいたします。
( 振替授業・冬休み利用授業は 29 日 30 日も実施いたします )
お休み中はメール
syomu@ksce.jpn.org
または代表携帯
09062063738 までお願いいたします

イベント紹介・報告
☆１１月１９日

集い場○活字倶楽部
共感したりしてもらったり。
知らない本を紹介してもらえるので、
読みたい本が増えていくのも楽しみで
す。 今回、課題図書の話はしません
でした。課題図書「まほろ駅前多田便
利軒」
「モモ」の話は、次回の活字倶
楽部で話せたらと思います。

☆１１月２７日
集い場〇学食 Walk

京都府立大学学食

京都府立大学の学食はいわゆる学食らしい
雰囲気でとてもよかったです。大学を卒業
して２０年の僕にとってはこの機会の引率
で懐かしい感じになりました。そしてやは
り安くておいしいのは魅力ですね。

☆１１月２８日
集い場〇バスで京都散策

☆１１月２１日

集い場
今日は男性４人での集い場でした。
男性だけというある意味気楽な場に
なったようです。
☆１１月２３日

カラオケ会
５人というある意味ちょうどいい人数
のカラオケ会でした。
歌った曲数的にも満足にいったんでは
ないかと思います。
７時間半みんなよく歌いました。

伏見稲荷大社

今回の京都散策は、伏見稲荷大社に行きま
した。 実際にみた千本鳥居は圧巻でした。
当初予定していたところより高く上ること
ができました。わいわい言いながら登るの
で楽しかったです。
出店や御茶処などで各自好きなものを見つ
けて、おいしくいただきました。

☆１１月２９日

「京都市ユースサービス協会主催
見えていますかひきこもる若者の姿」
交流会ブース参加
不登校・ひきこもりの当事者やその支
援者の方が多く参加した交流会でした。
たくさんの方に広報でき、また交流で
きたことはとても良かったです。すこ
しでも多くの方の支援ができればと思
います。
☆１２月２日

お菓子作り「きんとんツリー」
製菓の専門学校に行っている利用生か
らの提案でお菓子作りを行いました。
緑色にしたあんをこして組み合わせて
木のようにして別の色のあんを装飾し
て最後に粉糖をふりかけてできあがり
です。
見た目にも味にも良かったです。

☆１２月５日

パレット河原町商店街
イルミネーション点灯
清水寺夜間拝観
事務所の入っている商店街が毎年行っ
ている冬のイルミネーション点灯に際
しての聖歌隊合唱などを見学しまし
た。その後清水寺の夜間拝観に行きま
した。紅葉が今年は遅くちょうど見頃
でとても幻想的で綺麗でした。

ものづくりかふぇ
☆１１月２０日
タイルアートを実施しました。
掲示用のコルクボードを装飾しました。
オシャレになったんじゃないかなぁ。

お知らせ
●

物品寄贈のお願い 。

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。
● 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）
●

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。
●
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。
●
ボランティアスタッフ募集中
〇２０歳～４０歳くらいまで
〇週１日以上の同じ曜日を安定してお手伝いいただける方 （運営時間火曜日から土
曜日１１時～１８時＋イベント実施日）
（時期的に２０１６年度にも活動が可能な方）
〇不登校・ひきこもり経験者の思いを否定せず受け入れていただける方
〇イベント運営にもある程度参加可能な方
興味のある方は見学にお越しいただき詳細の説明をいたします。
そこでやってみようと思えるかをご判断ください。

集い場○
７・８月を準備期間としてプレ実施やしたいことなどの意見を集め、９月か
ら実施を本格的に始めました集い場○（サークル）活動です。今後やってみ
たい活動などあればスタッフに申し出てくださいね。そこから計画を立てて
実行可能なら実施していきます。現在実施しているサークル活動は以下の６
つです。
●
学食 walk いろいろな大学の学食を食べに行って大学の雰囲気なども
味わうサークルです。次回 1 月 22 日に佛教大学に行きます。
参加申し込み前日まで
●
バスで京都散策 バスでお出かけしていろいろ行きたいところを回っ
ていきます。次回 1 月 30 日に太秦映画村に出かけます。
参加申し込み前日まで
●
活字倶楽部（読書部改め）課題図書を事前に読んで、感想を話し合っ
たりするコミュニケーションをします。次回 1 月 14 日 14 時～
●
麻雀部 頭の体操とコミュニケーションをするツールとして麻雀を行
い、ゲーム形式とルール講座とを行っていきます。次回 1 月 23 日 14 時～
●
健康体操教室 体操の先生をお呼びして体をほぐしてリラックスして
いくことを目的に実施しています。次回 1 月 21 日予定です。
●
ものづくりかふぇ 羊毛フェルト・タイルアート・ビーズアクセなど
を作る活動です。次回 1 月 15 日 13 時～
○
1 月の通常集い場
1 月 11 日月曜日 13：00 ～ 20：00（18 時までに入室ください。
）
1 月 16 日土曜日 18：00 ～ 22：00（20 時までに入室ください。
）
入室時間以降参加者がいなくなった時点で終了とします。16 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。
○
集い場特別
1 月５日火曜日 集い場特別 初詣１３時半集合 参加費無料
1 月 9 日土曜日 集い場特別 十日戎 １８時半出発
２月３日水曜日

集い場特別

豆まきと節分祭

吉田神社

各自実費負担

１３：３０集合費用各自

※集い場は平成 27 年度京都市による NPO 等民間団体の子ども・若者支援促進事業です

編集後記
2016 年になります。
年が変わることをきっかけに気持ちを変えてみるのもいいかもしれないですよ
よい 2016 年のスタートをきりましょう
（南山 勝宣）
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
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12 月 27 日（日）大清掃 １０時半から 22 日（金） 集い場〇学食 Walk 佛教大学
12 月 27 日（日）忘年会 内部生・アポ 参加申込前日まで
23 日（土） 集い場〇麻雀部 １４時から
ロ会員７００円＋ 持ち寄り その他
１０００円＋持ち寄り（お酒・ジュース・ 28 日（木） ハイキング（成就山）誰でも参
お菓子・おつまみなどは持ち寄りです。加可能 １２時集合 バスで移動 参加費
交通費など実費です 前日までに申し込みく
食事は参加費からの提供です。）
12 月 28 日（月）個別教育予備校 MES・ ださい
ことばのがく しゅう・振替授業・冬休み 30 日（土） 集い場〇 バスで京都散策 太
秦映画村 参加申込前日まで
利用のみ実施
12 月 29 日・30 日個別教育予備校 MES・
※ 2015 年 12 月 27 日～ 1 月 30 日までのイ
振替授業・冬休み利用授業のみ実施
ベントスケジュールは内部生・アポロ会員以
（必ず参加申込が必
4 日（月） 個別教育予備校 MES・ことば 外の方も参加可能です。
のがくしゅう・振替授業・冬休み利用の 要です・初めての方はアンケートの記入が必
要です）
（参加費は有料のものは内部・アポ
み実施
5 日（火） 集い場特別 初詣１３時半集 ロ会員・その他で異なる ものがあります）
合 参加費無 料 各自実費負担
8 日（金） 商店街清掃活動 ９時半～ ※日曜日イベント以外はお休みです（１ 月
は日曜日イベント実施がりません）
どなたでも参加可 能
※月曜日ことばのがくしゅう・個別教育予備
9 日（土） 集い場特別 十日戎
校 MES のみの実施です
１８時半出発
11 日（月） 集い場 １３時～２０時ま ※冬休み利用コース １２月１９日・２１日
～２６日（２３日は除く）２８日・
で（１８時ま でに入室ください）
14 日（木） 集い場〇活字倶楽部１４時 １月４日～１月９日まででご利用可能です
15 日（金） 集い場〇
ものづくりかふぇ １３時 ~ 毎週日曜・月曜 お休み
12 月２７日～４日 京都教育サポートセン
16 日・17 日 大学入試センター試験
ター通常運営年末 年始休業
16 日（土） 集い場 ２２時まで
（２０時までに入室ください） 12 月３１～３日 全業務
21 日
（木） 集い場〇健康体操教室
（予定）

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 12 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

