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「好きなものがあること・好きなことができること」
みなさんこんにちは。スタッフの森
田です。夏を感じさせる月９ドラマに
はまって毎週きゅんきゅんしていま
す。私は完全にかなた派です。そんな
こんなでタイトルも…悪しからず。今
回は私の「好き」をテーマに語ってみ
ようと思います。
私は小さい頃から確固とした夢を
もったことがありません。卒業アルバ
ムを見返すと将来の夢はあったようで
す。小学生の時は看護婦さん、しかも
外科病棟って書いてありました。科を
限定しているところに笑いました。こ
れは当時流行っていたドラマの影響で
す。学芸会でもナース役をやっていま
した。執着心がすごいです。でもそん
な夢も成長と共に栄養士、空港で働く
グランドスタッフ、ウエディングプラ
ンナーへと変わっていきます。
は い、 ぶ れ ぶ れ で す。 結 局、 地 獄
の就職活動でやっと自分のことがわ
かっていないということに気づかさ
れ、後々今働いている場所にご縁をい
ただきました。よくよく考えるときち
んと落ち着く場所へ導いてもらいまし
た。しかし、その時々はその夢に憧れ
て、好きなことを夢中で勉強していま
した。幼稚園の時から先生に憧れて、
結果保育士になった友達を見るとすご
いなぁと思うわけで、好きが長年の夢
であり、それを実現させたわけですか
ら素晴らしいと思うのです。
私の好きは夢として実現していませ
んが、それでいいのです。今思えばど
の時の自分にも現実見ろよって言いた
くなりますが、そんなことを考えても
後ろ向きになるだけなので、いい青春
をした、好きで溢れていたと思ってい
ます。その分たくさんの人に出会えた

ので、それが何よりの財産だなと思う
のです。
こんな風に夢がころころ変わる私は
好奇心旺盛で、色々なことに興味をもっ
ています。ただ飽きるのも早いです。
( 笑 ) 基本的に体を動かすことが好きな
のでどちらかというとアウトドアです。
連休がとれたら旅行に行きます。今年
になってヨガをはじめたので、今はハ
ワイの海岸でヨガをすることが夢です。
最近社会人のチームでバスケット
ボールも始めました。とは言っても中
学から１０年間吹奏楽部だった私は ( そ
こはぶれてない ) バスケなんて体育の授
業でちょろちょろっとやったくらいで
す。でも父親がバスケットボールのコー
チをしていることもあり、スポーツ観
戦ではバスケが１番好きでした。初回
は高身長が災いし、
「めっちゃ上手そう
やな」
「ずっとバスケやってたん？」な
どと周囲からハードルを上げる恐ろし
い声が飛び交ってきました。恥さらし
です。( 笑 ) でもとりあえず格好悪くて
もやってみることが大切だと私は思っ
ています。どんなに反則をしても笑っ
て教えて下さるチームです。いつか形
になることを願って続けてみようと思
います。
他にも書ききれないほど好きなこと
はあります。食べることが好きです。
ディズニーランドが好きです。そんな
私の好きの中に必ずいてくれる人、そ
んな人たちが私は１番好きなのかもし
れません。なんにせよ、好きなものが
近くにある、好きなことが思いっきり
楽しめる、それは当たり前じゃない幸
せだと感じています。
（森田

美咲）

カウンセラーの目
「最新の」
秋といえば……食欲の……、芸術の……と、いろいろ言われるが、
「学会の秋」
でもある。
臨床心理学関連の情報収集のため参加する学会がいくつかあるのだが、今回
は仙台、横浜、長崎などで開催される。自分の活動に関係する学会に片っ端
から参加すると売れ始めのアーティストのツアーの状態になってしまう。
（売
れっ子アーティストなら全国縦断ツアーになるが、それほどでは無い……。
）
で、選んだ学会に顔を出すと最新の研究成果が発表されていたりするのだ
が、この「最新の」っていうのは注意が必要で、
「考え方」や「事象の切り口」
としては、
「最新」なのだが、
「生まれたばかり」なので、
「実績が無い」のだ。
そう言えばテレビのバラエティ情報番組で何人かの「
（タレント風）専門家」
が登場して「最新の研究では」とか「アメリカの○○大学の研究チームが今
年発表した論文では」と、これまでの一般常識をひっくり返すような最新研
究の情報を提供するというのがあるけれど、あれと同じで「ほんまでっか
……」という視点で見ておかないと、数年後に「あれは間違いでした」とか「最
新の研究で、異なる結果がでました」ということになる可能性も大いにある
のだ。
「専門家は、そんな適当なことを言っているの」と思うかもしれないが、
「最
新の成果」というのはそういうもので、それに関心を持った人たちが研究を
継続して「実績」が重ねられて行くということになるわけ。
そうでないと「揺るぎない本物の理論」に辿り着くまで発表しないことにす
ると、
「そうとうな実績を蓄積するまで、誰も発表できない」ということになっ
てしまう。
「じゃあ、本当じゃないかも知れないのに、本当だと言って発表して良いの」
という点に関しては「真実は一人に一つ」という話しと関係する問題で、
「
（私
にとっての）真実を発見した」というのは成果として「アリ」なわけ……最
初から本人が「何か違う気もするけど、まあ、いいか」とか「こういう作り
話でビックリさせてやろう」という思いで発表した場合は……「ナシ」
。それ
は「最新の成果発表」ではなくて「（学術的な）詐欺行為」ということになっ
てしまう……。
ここ数年の学会で出会った別の「最新の」もある。
主催団体が海外の最先端理論の研究者を招聘して口演してもらうという企画
で、話しを聞いていると「その考え方って、最近亡くなられた△△大学の○
○先生が３０年くらい前に言ってたことと同じじゃん」という「最新の」に
出会うことがある。
△△大学の○○先生は「知る人ぞ知る」という存在だったので、海外の中
堅の研究者が知っているわけが無いから「パクッた」ということでは無いの
だが、わざわざ出かけて行って、もう知っていることを「最新の」と聞かさ
れると、ちょっと残念な気がする。
そういう時には△△大学の○○先生と口演者の異なる視点が無いかを探しつ
つ、これは「その分野」で２０年くらい活動や研究を続けると、
「その考え」
に辿り着くという「事例報告」なのだと思って聞くことにしている。

そう言えば、十数年前のある学会の昼休みに、どこかの大学の大学院生らしき
グループが「○○療法は、△△先生がアメリカから持ってきたのが始まりらしい
ね……」「いや、その前にイギリスで勉強してきた□□先生が△□学会で話しをし
てたでしょ……」というやり取りをしているのが聞こえたので「こいつら、ここ
２０年くらいの情報しか知らないらしい、○○療法の８０年以上の歴史を基礎講
座の授業で聞いていないのか……」と思いつつ聞き耳を立てたことがあった。
そうすると、グループの一人が「でもね、日本にも昔、○○って言う人が居て、
発達障碍の○○療法をしてたらしいよ……」と言い、他の連中が「へぇ～」など
と反応しているのを見た。
その「○○って人」は数年前まで私に○○療法のことを教えてくれていた師匠に
当たる人なんですけど……大学院生にとっては、
「伝説の人」……いや、それを通
り越して「幻のムー大陸」的な存在になっているらしい。
テレビのバラエティドキュメンタリーのナレーションみたいに「現代のように
インターネットなどの環境もビデオ記録装置も無い時代に、紙と鉛筆と実践経験
の記憶だけで、果たして○○療法を完成させることなど、当時の人類にできたの
だろうか……、あるいは地球外からの高度文明によってもたらされたのだろうか
……」って感じで話しが展開していた……ウチの師匠は、ごく普通の爺ちゃんで、
地球人だと思うんだけどな……。
（高石

ものづくりかふぇ
☆８月１９日
フェルトで季節のものを作ろう
シリーズの９月バージョンでした。
きのことかできました。

公資）

イベント紹介・報告
☆８月３日、４日

高校卒業程度認定試験
今回は当所の利用者での受験はおられ
ませんでしたが 11 月の試験に向けて
または来年に向けて高認を取ろうと
思っておられる方、学習サポートを
しっかりさせていただきますのでお問
い合わせください。
受験された方お疲れ様でした。
☆８月６日

☆８月１６日

ふりーすくーるこころ主催
不登校支援フォーラム参加
相談員として参加しました。たくさん
の方がお越しになって盛況でした。

京都五山送り火に行こう
参加が少なかったこともあり、同じ
日に行われていた若者と家族のライ
フプランを考える会での夕涼み会に
合流して建物の中から送り火を見ま
した。
が、今年はすごい土砂降りであまり
よく見えませんでした。残念。でも
いろんな食べ物を食べて飲んで楽し
く過ごせました。
☆８月１７日

集い場
本体フリースクールがお盆休み中の
集い場でした。
全体的に話などで盛り上がった集い
場となりました。

☆８月６日

京の七夕

鴨川納涼

毎年恒例の三条から四条の鴨川沿いで
行われている鴨川納涼に行きました。
今年もたくさんの都道府県の物産の露
店がありたくさんの人で賑わっていま
した。参加者はいろんな露店で食べて
飲んでお腹もいっぱいでした。

☆８月２０日

集い場〇
バスで京都散策ミーティング
次回は９月３日土曜日 鞍馬・貴船
となりました。次回ミーティングは
９月２４日土曜日予定です。

☆８月１８日

集い場〇

健康体操教室

毎月実施の健康体操教室です。
簡単な運動やヒーリング棒を使った
マッサージとかをして体も心もすっ
きりとなりました。

活字倶楽部
8 月の活字倶楽部は、「新たな結末を考えよう」というテーマで執筆活動を行いま
した。それぞれが「はだかの王さま」「うらしまたろう」
「アリとキリギリス」の新
たな展開を考えてくれました。
今回はよっしーちゃんが考えた、
「はだかの王さま～たいそう美しい声でひるいなき
びぼうを持つ人が王さまになったら～」を紹介します。
まずは物語を簡単におさらいしましょう。
『洋服の大好きな王さまがいました。そこに二人の男がやってきて、
「世界で一番美
しい布できれいな服をつくります。その服は、まぬけな人には見えないのです」と
言いました。王さまはすぐに服を作らせました。出来上がった服を王さまはとても
気に入り、町のみんなにも見せることにしました。人々は服が見えませんでしたが、
見えないまぬけだと思われるのが嫌で「すばらしい服だ」
「なんてお似合いなんだろ
う」と言いました。しかし、突然、小さい子どもが叫びました。
「王さまはなにも着
てないよ！」…』
よっしーちゃんの結末は…
『それをきいた、たいそう美しい声でひるいなきびぼうの王さまは、
「はっ、何を言っ
ているんだ、あの子供は。」と言いました。たいそう美しい声でひるいなきびぼうの
王さまは、一度そうだと信じたら、それをまげない人間でした。なので、他にも何
人もはだかだという声がきこえましたが、全くきく耳をもちませんでした。
そして、たいそう美しい声でひ…以下略の王さまの身のまわりのジジ…執事達は、
冷や汗をかきながら「すばらしいです。」と口々にいいました。たいそう美しい声で
ひ…以下略の王さまが裸だということに気づかせないため、今までよりもほめたた
えたので、たいそう美しい声でひ…以下略の王さまは、たいそうその洋服を気に入
りました。
そして、たいそう美しい声でひ…以下略の王さまは、その洋服を作った職人達を
よび国全員分の洋服を作らせました。たいそう美しい声でひ…以下略の王さまは
「こ
れからはみんなこれね。」といい、国全員裸にしたのです。
それにより、他の国からこの国は攻められることはなくなったのです。なぜかっ
て？それは…全員裸の変な国。そんな何を考えているのか分からない国、こわいで
しょう？』

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１名様と京都府 1 名様より寄贈いただきました。ありがとうございま
した。
☆

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。

集い場
集い場
年間 20 回の実施予定
次回 10 月 8 日 ( 土 ) 18 時～ 22 時
集い場○ 実施予定
「健康体操教室」
10 月 20 日（木） 14 時半～
「バスで京都散策」 9 月 24 日のミーティングで決定
「学食 walk」
10 月 7 日（金） ミーティング
「麻雀部」
10 月はお休みです
「活字倶楽部」
10 月 12 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。

編集後記
猛暑の８月から台風の９月という気候に翻弄されたように思われるこの夏でした
が少しずつ秋に向かっていっているように思います。
これからは過ごしやすい日も出てくるでしょうから何か始めるにもいいかもしれ
ませんね。KSCE では２０歳以上４０代くらいまでのボランティアスタッフを
募集しています。お気軽に活動などをお問い合わせください。
（南山
フェイスブックページ
https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo

勝宣）

Twitter ID 「ksceleader」
ブログ http://ksce.jpn.org/?page_id=1234
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21

22
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17

18

19

20
集い場○
健康体操教室

23/30

8
集い場

24/31

25

26

ものづくりかふぇ

27

28

30 日ハロウィン
パーティ的なも
の

29
市役所前フリマ予
備日

７日（金） 集い場〇学食

その他１０月１日（土）１５日（土）２２日（土）

Walk ミーティング

10 月
８日（土） 集い場

（９月８日

１８時〜２２時

あたりも何かするかどうか検討中
（決まり次第告知いたします）

２０時までに入室ください。※イベントのお知らせなどをメールで案内が

時点の予定）

９日（日） 学区民体育祭参加（予定）

欲しい方はお名前とアドレスを

syomu@ksce.jpn.org にお送りください。
日程変わればまた Facebook やブログな また案内メールは ksce.jpn.org ドメインで送
どでお知らせいたします。詳細はスタッ られますので受信される方はフィルタなどの
フまで。

設定をお願いいたします。

１２日（水） 集い場〇活字倶楽部

フェイスブックページ

２０日（木） 集い場〇健康体操教室
２１日（金） ものづくりかふぇ
２９日（土） 市役所前フリマ予備日

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
（９月２５日フリマ中止の場合・抽選漏れ 込みください。
の場合は無し）
３０日（日） ハロウィンパーティ的なも 毎週日曜・月曜
の（内容未定）

お休み

決まり次第ブログ・facebook ページなど
に告知いたします。
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 9 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

