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　さあ世間はすっかり夏休みですね。皆さん熱
い中いかがお過ごしでしょうか ? 夏休みの予定
は決まりましたか？さて先月に引き続き失礼い
たします。水曜日スタッフの鷲田です。地元で
開催される琵琶湖花火大会 (8 月 8 日 ) には今
年こそ彼氏を作っていこうと思っていたのです
が間に合わなさそうです。来年の夏に期待です。
今年の夏もピアノを頑張ります。
　暑すぎて意地でも外に出たくないときはクー
ラーでもつけて映画鑑賞はいかがでしょう？
今回は KSCE の利用生さん、スタッフさんにお
すすめの映画のあらすじとおすすめポイントを
即席でインタビューしたものをまとめてみまし
た。

１．	 魔女の宅急便
２．	 クリスマスキャロル
３．	 お兄ちゃんの花火
４．	 バック・トゥー・ザ・フューチャー
５．	 独裁者

１．	 魔女の宅急便 (1989)
　キャッチコピーは「おちこんだりもしたけど、
私はげんきです。」時を超えて愛される宮崎駿
監督の名作。魔法の力をもつ少女キキが、修行
のため訪れた大都会で、奮闘しながら成長して
いく。
☆おすすめポイント：
生活してみたい世界観と人間関係

２．	 クリスマスキャロル ( 幾度にわたる映画
化　ディズニー版もあり )
　頑固で孤独な老人のスクルージが、クリスマ
スの夜に表れた三人の幽霊たちとともに自分の
生き方を見つめなおして心を開いていく。
☆おすすめポイント：
おじいさんでも変れる姿に心が動かされるかも

３．	 おにいちゃんの花火 (2010)
　病弱な 16 歳の妹、華の治療の為に新潟県の
小さなまちに引っ越してきた須藤一家。毎年世
界一の花火が打ち上げられる ‘ 片貝花火祭り ’
の日、急性白血病による半年間の入院生活を

終えた華は引きこもりの兄の太郎を町の成人会
に参加させようとする。最初は周りの人たちと
打ち解けられず、ますます心を閉ざしていく太
郎だが、病気であるにも関わらず、ひたむきに
頑張っている華を見て次第に元気を取り戻して
く。太郎は次第に花火職人を志して華の為に大
きな花火を打ち上げることを志すようになる。
そんな中、華の白血病が再発してしまう。
☆おすすめポイント：
・太郎が立ち直っていくところ
・ラストシーンは涙腺崩壊

４．	 バック・トゥー・ザ・フューチャー (1985
～ 1990)
　言わずとしれた傑作 SF。シリーズを通じて
過去と未来を行き来する
☆おすすめポイント：主人公を演じたマイケル・
フォックスの演技。無名俳優であったにもかか
わらず。表情の移り変わりと身振り手振りのコ
ミカルさが圧巻。子どもから大人まで何回でも
鑑賞できる作品

５．	 独裁者 (1940)
　20 世紀の喜劇王チャップリンがユダヤ人の
床屋チャーリーと独裁者ヒンケルの二役を演じ
ている。撮影当時台頭していたドイツナチスの
ヒトラー政権を痛烈に皮肉った傑作。チャー
リーとヒンケルが入れ替わる最後のシーンは特
に必見。いろんなことを考えさせる映画。
☆おすすめポイント：わずか四日違いで生まれ、
ともにちょび髭のトレードマークを持ち、メ
ディアを存分に活用してきたチャップリンとヒ
トラー。どのように絡んでいくのかが見どころ。
　

いかがだったでしょうか？実はあらすじも利用
生さんに書いてもらったりしました ( ちょっと
活字倶楽部感 )。ありがとうございました。映
画は心を豊かにしてくれますね。私は映画が大
好きなのですが、最近は忙しくてなかなか見れ
ていないのです (´; ω ; ｀ ) インタビュー中、
いろんな映画の話で盛り上がっていたのがとて
も印象的でうれしかったです。また映画の話た
くさんしましょうね！

特定非営利活動法人 京都教育サポートセンター　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 

E-mail：soudan@ksce.jpn.org 　TEL/FAX：075-211-0750

２０１６年８月号

「利用生＆スタッフのおすすめ映画」

（鷲田　悠子）



カウンセラーの目

京都の夏（の行事）というと、祇園祭と五山送り火でしょうか……。
「川床」も夏の風物なのでしょうが、私がＫＳＣＥに定期的に顔を出していた頃は、鴨
川沿いに張り出す「川床」は４月２週目頃に組み立ての作業のようすを見ることが多かっ
たので、「川床＝夏」というよりは、「川床＝春（の終わり）」というイメージになって
います。
２０１６年度は祇園祭が日曜日ということで、例年にも増して大勢の人で賑わいそうで
すね。
祇園祭が日曜日と重なるのはいつなのか調べてみたら「短いときは５年後」「長いとき
は１１年後」「だいたい６年後」というパターンになっているのが分かりました。
サイクルは「１１年後、６年後、５年後、６年後」という間隔で繰り返されています。
今年は、前回（２０１１年）の５年後の年で、今後、日曜日になるのは、６年後の
２０２２年です。
さらに、その次は１１年後の２０３３年だよ……。
そう考えてみると、（人でごった返すだろうけど）２０１６年７月１７日（日曜日）が
何だか貴重な日のような気がしてきますね……。

今年の五山送り火は火曜日になるようですが、日曜日だったのは昨年、２０１５年０８
月１６日で、次は２０２０年ということになります。
ざっと調べてみたら、こちらも「１１年後、６年後、５年後、６年後」のサイクルで同
じ曜日になるようです。

その他に、夏といえば、セミの鳴き声。
ここ数年……いや十数年くらいですか……、クマゼミがやたらうるさいですね……。
その昔はセミと言えばアブラゼミでした……。
夏休みにアミを持って近くの公園などに出かけると、捕まえられるのはたいていアブラ
ゼミで、クマゼミはでっかくて、透明のハネで、数も多くなくて貴重な獲物でした。
あとザコ扱いしていて、捕ることもしなかったのが、ニイニイゼミ……小さくて、ハネ
も茶色っぽい模様だったので、私の当時の仲間たちの間では人気がありませんでした。
ところが、いつ頃からか、クマゼミばかりが増えて、アブラゼミやニイニイゼミの姿を
見ることがほとんど無くなってしまいました。

数年前に久しぶりにニイニイゼミの鳴き声を聞いて、懐かしくてメモしたのがきっかけ
で、翌年からニイニイゼミの鳴き声が聞こえるとメモしていました。
たいていニイニイゼミの鳴き声を聞いて、翌日か３日以内にクマゼミが鳴き始めていま
す。（残念ながら、アブラゼミの鳴き声を確認することがありません。）
メモを振り返ってみると……、
２０１０年０７月１０日
２０１１年０７月０６日
２０１２年０７月０９日
２０１３年０７月１２日（クマゼミ０７月０９日）
２０１４年０７月０４日
２０１５年０７月０９日
２０１６年０７月０２日
……という状態でした。
さすがに、これには定期的なパターンは見つけられませんでしたが、他の季節の指標と
組み合わせると相関関係が見つかるのかも知れませんね……。
ちなみに確認場所は兵庫県西宮市の夙川沿い、国道２号線と阪神香櫨園駅の間の夙川公
園オアシスロードでの情報です。

「季節の指標」

（高石　公資）



活字倶楽部

執筆活動を加え、リニューアルした活字倶楽部も 6 月 15 日に第 2 回目を迎えま
した。題して「視点を変えてみよう！」

「かさじぞう」「三匹の子ぶた」「すっぱいぶどう」を題材に、それぞれが独創性の
ある物語を展開しました。今月は F.Y 君が、ぶどうを主人公にして書いた「諦め
のブドウ」を紹介いたします。まずは元の「すっぱいぶどう」のあらすじを確認
しましょう。

「すっぱいぶどう」
　「おなかがすいたな～」旅をしている一匹のキツネはブドウを見つけて嬉しくな
りました。しかしブドウはとても高い木の上にあってキツネが背伸びをしても届
きません。すっかりくたびれてしまったきつねは思いました。「どうせこんなブド
ウは酸っぱくてまずいだろう。誰がたべてやるものか」

心理学の題材としてもよくつかわれるそうです。
さて F 君の手にかかると・・・！

「諦めのブドウ」
　昔々、おいしそうに実ったブドウが一本の木にぶら下がっていました。周囲を
見渡すと、このブドウの木の他にはただ草原が広がっているばかりです。

「お腹が空いたなー」痩せたキツネが草原の中を歩いていると遠くにブドウの木が
立っているのを見つけました。うれしくなったキツネは、ブドウの木の近くへす
ぐに歩いていきました。しかし近づいてみると、ブドウはキツネには高すぎる位
置にありましたので、なんとか木に登っていかなければなりません。しかし木は
滑りやすく、何度挑戦してみても木にしがみついていられませんでした。そうし
て失敗を重ねているうちに、どんどん日が暮れてきてしましました。
　全く木に登れず、飢えて痩せ切ったキツネはその場で動けなくなってしまいま
した。いざというときに食べ物が取れず、自分を磨き上げること事を怠ってきた
自分にも絶望しました。
　「どうせ、このブドウは苦くて食べられないだろう。これが取れたとしても、何
も救われなかったに違いない」　このようにしてあきらめているうちにキツネは衰
弱していきその夜のうちに餓死してしまいました。最後にブドウは言いました。「別
の場所に探しに行けばトマト畑があったのに」

活字倶楽部次回は８月２４日（水）１４時からです。

京都教育サポートセンターはお盆前後の下記期間を休業いたします。この期間は通常
の学習サポートやフリースペース運営がお休みになります。なお、この期間内でもイ
ベント実施日がありますので、よかったらご参加ください。

８月１１日（木）～１７日（水）　　夏期休業　通常運営が休み

夏期休業のお知らせ



イベント紹介・報告

☆６月１２日

市役所前フリマ参加

雨の降りそうな中の参加でしたが、な
んとか天気持ってくれました。手伝っ
ていただいた皆様ありがとうございま
した。次回は９月１１日開催を申し込
む方向です。ぜひお手伝いくださいね。

☆６月１８日

バスで京都散策ミーティング

集い場〇２０１６年度実施の２回目で
した。２０１６年度は８回の実施方向
です。
７月９日に鉄道博物館へ行くことにな
りました。
次回ミーティングは８月２０日土曜日
です。

☆６月２５日

集い場

参加者の方が持ってきてくれた、ボード
ゲームで遊びました。面白かったですよ。

☆６月２８日

コラージュアート会

雑誌やチラシなどの好きなものを切り抜
いて自由に貼っていくというコラージュ
を行いました。参加してくれた方々、そ
れぞれの個性のある作品ができました。



ものづくりかふぇ

☆６月１７日
現在はフェルトの上に季節のものを羊毛フェルトで制作するということを実施し
ています。今月は夏のものなどができました。

☆７月１日

集い場○　学食walk　ミーティング　

次回９月３０日　京都大学に行きます。

☆７月２日

集い場○　麻雀部

今回もドンジャラで実施。麻雀やドンジャ
ラは人とのコミュにえーションツールとし
てのものなので、こういうのでも全然 OK
なんです。よかったらご参加くださいね。
次回は９月の予定です。



お知らせ

☆　賛助会員・寄付会員を募っています

賛助会員は 12000 円／年　
寄付会員は金額は任意です。どちらの会員も機関紙による活動報告をさせて
いただき、会員の種類・金額により、ものづくりかふぇ活動での手作り品の
お礼をさせていただいています。寄付会員の方は、良ければ機関紙に寄付の
方のお名前を掲載させていただけると幸いです。

☆　物品寄贈も随時募っています

衣類・雑貨・書籍など市役所前フリマに出店して販売できるものを随時募集
しています。ゴミの減量目的のリユース活動として、フリマの収益は当所の
運営に充当させていただきます。NPO の苦しい会計の手助けをしていただけ
ると幸いです。また当所の学修サポート・フリースペース提供・フリースクー
ル活動で使用できる教材・赤本・高校卒業程度認定試験対策問題集・教科書・
教科書ガイド・問題集・マンガ・小説・知育玩具・パズル・ボードゲーム・カー
ドゲーム・スポーツグッズ・収納関係（要事前相談）・OA 機器・OA サプラ
イ等を随時募集しています。宅急便（費用はお願いしています）・持ち込み
などでお願いしております。徒歩圏内は台車でのお伺いも可能です。賛同し
ていただける方は電話・メールでお申し出ください。もしよろしければ、通
信による活動報告や、通信へのお名前の記載をさせていただけると幸いです。

東京都　海老澤様、兵庫県　匿名様、福岡県　匿名様、大阪府　匿名様より
寄贈いただきました。ありがとうございました。

（匿名希望または掲載の可否が確認できていない方は匿名とさせていただい
ております）

☆　ボランティアスタッフ募集

２０歳以上４０歳前後までの週１日以上同じ曜日・同じ時間を安定してお手
伝いいただける方を募集しています。人を相手する活動ですので長期的に関
わろうと思っていただける方をお願いしています。まずは見学と詳細説明に
お越しいただき、そこでご判断ください。その後まずは６か月のゆっくり目
のスパンで、当所の運営方針や指導方針との相性などを見ていく試験期間を
設定し、そして正規ボランティアとしてお願いしています。

○　京都教育サポートセンターの活動をご支援ください

すべての募集に関して賛同いただける方はメール syomu@ksce.jpn.org また
は電話０７５－２１１－０７５０で承っております。よろしくお願いいたし
ます。



編集後記

京都は 7 月の祇園祭・8 月は五山送り火など様々な夏のイベントがあり、京都教
育サポートセンターも毎年恒例として行っています。よかったら皆様ご参加くだ
さいね。2016 年の夏は猛暑と言われています。皆様熱中症や夏バテなどにお気を
つけくださいね。

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

(南山　勝宣）

集い場

集い場　　年間 20 回の実施予定　
次回　8 月 17 日 ( 水 )　13 時～ 19 時

集い場○　実施予定
「健康体操教室」　　8 月 18 日（木）14 時半～
「バスで京都散策」　8 月 20 日（土）　ミーティング
「学食 walk」　　　			9 月 30 日（金）　
「麻雀部」　　　　　9 月実施予定
「活字倶楽部」											8 月 24 日（水）14 時～

各サークル活動に参加の場合、二回目参加時サークル入会として 500 円（内
部生・アポロ会員は無料）をいただきます。
サークル初回参加・集い場は無料で参加いただけます。

※集い場は平成 28 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

機関紙の購読または設置していただける方を募集しています

・当所の活動報告を行う機関紙「KSCE 通信」や案内三折パンフレット・各種活動チ
ラシ・同居団体個別指導学習塾「個別教育予備校 MES」の三折パンフレットなどを
おいていただける方・場所の情報を教えていただける方などを募集しています。

・個人で機関紙を購読という形でご支援いただける方募集しております。機関紙購
読は送料込みで年３６００円でご支援をお願いしております。メール添付による個
人の方は２４００円・関連団体や連携団体の方は原則無料で送付させていただいて
おります。

・機関紙に広告を掲載させていただくことでの広告料という形式でのご支援も募集
しております。

・機関紙は紙面のよる配布と PDF 形式によるメール添付形式で行っております。



２０１6 年 8 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。

2016 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

※日付が未定のもの・追加イベントは KSCE
ブログ・twitter（KSCEleader）・フェイスブッ
クページ（京都教育サポートセンター）にて
告知いたします。また事業所長南山の各種
SNS でも告知いたします。

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

※内部生徒・アポロ会員以外の方もイベント
にはご参加いただけます。前日までにお申し
込みください。

１１日（木）～１７日（水）　
　　　　　夏期休業　通常運営が休み

毎週日曜・月曜　お休み

３日（水）４日（木）　
　　　　　　高校卒業程度認定試験

６日（土）　京の七夕　鴨川納涼
　　　　　　　　　　　18 時集合

１６日（火）　五山送り火　18 時集合

１７日（水）　集い場　13 時～ 19 時

１８日（木）　集い場〇　健康体操教室　
　　　　　　　　　　　14 時半

１９日（金）　ものづくりかふぇ　
　　　　　　　　　　　14 時～

２０日（土）　集い場〇　
　　　　バスで京都散策　ミーティング

２４日（水）　集い場〇　活字倶楽部　
　　　　　　　　　　　14 時

8 月

（７月１２日
時点の予定）

夏休み利用（学習・居場所・お預かり）　
安全のためにも家でお子様のみの時間を減少させる一助にまたは学校がお休みの間の居場
所としてもご利用ください。
ご利用時間：７月１９日～９月 2 日の火曜日～土曜日１１時～１８時
詳細は 075-757-0054 または 075-211-0750 までお問い合わせください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
高校卒業程度認

定試験

4
高校卒業程度認

定試験

5 6
京の七夕鴨川納

涼

7 8 9 10 11
夏季休業

12
夏季休業

13
夏季休業

14 15 16
五山送り火

夏季休業

17
集い場

夏季休業

18
集い場○

健康体操教室

19
ものづくりかふぇ

20
集い場○

バスで京都散策

ミーティング

21 22 23 24
集い場○

活字倶楽部

25 26 27

28 29 30 31


