
小学生～４０歳くらい対象　不登校・ひきこもり・学校中退などの状態にある若者
または学校や社会人生活に生きにくさを感じている方への総合サポート活動
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「注意？ハラスメント？」

京都教育サポートセンターは教育系統のフ
リースクールです。
小学生後半年齢から３０代くらいまでの方
に対して社会に出て生きていけるための勇
気と自身を培う、その総合サポート活動を
しています。

名前の通り教育系統のフリースクールとい
うことには当所はなるのですが、教育・学
びという点においてまずいな思ったことに
対して注意をしたりすることがあります。

できるだけスタッフは意識をするようには
していますが、注意をするにあたって、とっ
さの場合などは感情が入ってしまっての注
意になる場合があります。

それはどこかのラインから受け取る側がハ
ラスメント的に感じてしまうこととかが出
てくるのではないかと思います。
どこまでが注意でどこからがハラスメント
か、その線引きは本当に難しいなと思いま
す。

皆さんはどう思われますか？

結局のところ・・・・注意を受ける側が納得
や把握できるものか、納得・把握できるよう
に注意する側がうまく話せるのか、になるの
かなと思います。

すると注意するということにも話す力・コミュ
ニケーション能力が問われるということにな
るんだなと思いました。

なかなか難しい時代になってきたなぁとしみ
じみと（汗）
それではー。

「TOP コラム書いてくれる方募集します
（テーマは何でもOK）」

このゆっ歩通信のコラムを書いてくれる方
お ら れ ま せ ん か？ 文 字 数 は ６ ０ ０ 字 か ら
１０００字くらいです。
タイトルがあるとうれしいです。

テーマは何でも OK です。書いてみようと思っ
た方京都教育サポートセンターまでお申し出
ください。

（南山　勝宣）



〒６０４－８００５ 

京都市中京区恵比須町４３９早川ビル６階 

電話 ０７５－２１１－０７５０ 
twitter  : KSCEleader 
Email:  soudan@ksce.jpn.org 
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ブログ：http://ksce.jpn.org/?page_id=1234 

フェイスブックページ：http://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo 

活動予定は毎月の機関紙「ゆっ歩通信」のカレ

ンダー・事務所内掲示・京都教育サポートセン

ターのブログ・ツイッター・フェイスブック

ページなどで告知いたします。興味をもたれた

方はまずは見学（アンケート記入があります）

にお越しください。見学後、興味がある活動に

ご参加いただけます。参加費用があるものは参

加当日にお支払いください。 

歩プロジェクトは生きにくくなっている若者に対して心のエネルギーをためること・いろいろな経験をするこ

と・他人と関わり様々な学びや気づきを得ることを目的に様々なコンテンツを提供しています。いろいろな経

験・いろいろな人との関わり・必要な場合にはスタッフのフォロー（面談等）も実施いたします。 

人として生きていくための勇気と自信を培う総合サポート活動 

「歩プロジェクト」 

☆定期的実施（サークル）活動 

 ◎学食walk  大学の学食（派生：社食）でご飯を食べ大学の雰囲気に触れよう 

 ◎健康体操教室 簡単な運動とヒーリング 腸から体を健康に 

 ◎ものづくりかふぇ 手芸・コラージュ・タイルアート他創作活動 

 ◎出かけよう部（いい名称募集中） 出かけて遊ぼう・散策しよう 

 ◎体を動かそう部（いい名称募集中） 公園で遊ぶ・スポーツをするetc 

特定非営利活動法人京都教育サポートセンター／個別教育予備校MES 

自立支援プログラム 

☆その他活動（年間通していろいろやってます） 

フリマ参加他リユース活動・商店街清掃参加などの社会活動・祇園祭・節分

祭・五山送り火・京の七夕・クリスマス会・ハロウィンパーティ・食事会・忘

年会・BBQ・初詣・豆まき・他団体イベント参加他 

機関紙「ゆっ歩通信」 



レクリエーション日について
通 常 の フ リ ー ス ペ ー ス と 違
い、TV ゲーム・カルム・麻雀
などの他者への影響が出そう
なものもできる日です。また
この日はどなたでも参加可能
です。
内部生－無料・申込不要
利用生－ 500 円・申込不要
その他－ 700 円・申込必要
実施日は４ページカレンダー
参照。

当所の参加者区分について
「内部生」前納型フリースペース利用・前納型学習サポー

ト受講者
「利用生」内部生以外の施設利用登録者（利用終了者は

除く）
「スタッフ」当所ボランティア登録スタッフ（在籍登録中）
「保護者」内部生・利用生の保護者
「その他」上記以外の方

活動の告知は機関紙・事務所掲示以外に　ブログ
http://ksce.jpn.org/?page_id=1234 /
フェイスブックページ
https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo/
twitter ID ＝ KSCEleader
代表 SNS（LINE・twitter・facebook 他）問合せください。

ご意見・ご要望・ご感想は　特定非営利活動法人　京都教育サポートセンター　まで
〒６０４－８００５　京都市中京区恵比須町４３９早川ビル６階　HP：http://ksce.jpn.org/
電話　０７５－２１１－０７５０　FAX　０７５－２１１－０７５０　mail : syomu@ksce.jpn.
org

◎「歩（あゆむ）プロジェクト」は定期的なサークル的活動と社会活動・レクリエーショ
ンイベントなど行いながら人と関わる・心のエネルギーをためるためのフリースクール活
動です。様々なことを実施しています。よかったらまずは見学にお越しくださいね。
歩プロジェクトは当所の利用生の有無を問わずどなたでも参加可能です。
KSCE のルールはお互いの尊重です。
◎「いろいろ募集中」

「ゆっ歩のロゴ」「キャラクター」「歩プロジェクトロゴ」「マーク」デザイン募集中です。
何かいいものがれば、案でもデザインでもお寄せください。よろしくお願いいたします。
こんなイベントをして欲しい・こういう定期的活動がしたいというものも随時受け付け
ています。その中から可能なものは実施に向けていきたいと思います。

◎ものづくりかふぇ・健康体操教室以外のイベントは原則前運営日１８時が申し込み
締め切りです。また２人以上の参加申込がない場合は実施しません。

（参加申込が２人以上あったが、当日キャンセルが出て減った場合は原則実施します）
実施確定となった場合は、一部のイベントは当日参加も可能とします。

「京都教育サポートセンターは個別指導学習塾要素も持ったフリースクールです」

不登校・別室登校・過去不登校などで学習が進んでいないことが気になる方、分かってい
ないところから遡って個別指導にて学習のサポートを実施することができます。
スポット受講・自習利用も登録制にて可能です。無料で見学・体験（２回まで受けられま
す）可能ですのでお気軽にお問合わせください。
普通の学習塾ではない家みたいな雰囲気の中での学習が可能です。
目標・期限に合わせたカリキュラムを作成し、実施内容の提案を行います。
そして進度に応じて随時カリキュラム修正を行います。



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
文化の日

FS 休み

バーベキュー

4
お休み

5
FS 休み

6 7 レク日 8
学食・出かけよ

う・体を動かそう

合同ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

9
パレット清掃

レク日 10
高校卒業程度認

定試験

11
高校卒業程度認

定試験

岡崎フリマ

12
FS 休み

13 14 15 16
ものづくりかふぇ

レク日 17

18
お休み

19
FS 休み

20 21
健康体操教室

22 23
勤労感謝の日

FS 休み

イベント予定

24
イベント予定

25
お休み

26
FS 休み

27 28 29 30

２０１８年１１月

カレンダー中の表記について
「KSCE」京都教育サポートセンター
「MES」個別教育予備校 MES
「お休み」KSCE・MES 共休業です
「歩」歩プロジェクト活動
「FS 休み」居場所利用がお休み（学習・

家庭教師などは実施しています）

（歩）と書かれたものは原則どなたで
も参加可能です。（参加費等が異なり
ます。）
出かけるイベントの交通費ならびに
出かけた先での経費などは各自負担
です。

歩プロジェクトは、京都市による平成３０
年度 NPO 等民間団体の子ども若者支援促
進事業の助成を受けて実施しています。

Copyright　Kyoto Supporting 
Center of Education(KSCE)

２０１８年１１月

スケジュール

☆レク日

☆１１月８日木曜日（歩）
学食・出かけよう・体を動かそう合同ミー
ティング１４：００～１５：００　参加
費無料（利用生・その他の参加者は１６：
００まで無料居場所利用が可能です。
ただしこの日はレク日ですので利用料はレ
ク日用です）　

☆１１月９日金曜日　（歩）
パレット河原町清掃活動参加　９：３０～
１０：３０　参加費無料・参加希望者は事
前申込ください。（利用生・その他の参加
者は１２：００まで無料居場所利用が可能
です）

☆１１月１０日土曜日・１１日日曜日
２０１８年度第２回高校卒業程度認定試験

☆１１月１１日日曜日（歩）
岡崎フリマ参加（予定）参加費無料

☆１１月１６日金曜日　（歩）
ものづくりかふぇ　１５：００～１６：
３０　参加費無料
（利用生・その他の参加者は１７：３０ま
で無料居場所利用が可能です）

☆１１月２１日水曜日（歩）
健康体操教室　１４：３０～１５：３０　
参加費無料（利用生・その他の参加者は
１７：００まで無料居場所利用が可能です）

☆１１月２３日（祝日・金曜日）（歩）
イベント予定。参加費ある場合、９月ミー
ティング参加者は参加費１００円引き

☆１１月２４日土曜日（歩）
イベント予定。内容は１０月
２０日岡崎フリマ実施の有無に
より変動。参加費ある場合、９
月ミーティング参加者は参加費
１００円引き

☆１１月２９日木曜日
５週目により授業は追加日また
は振替消化日（１２月２７日分
の前倒しも可能。お申し出くだ
さい。）

☆１２月９日日曜日
京都市ユースサービス協会主催
講演会交流会

（お知らせ）年内運営は１２月
２８日金曜日まで
１２月２９日に大清掃と忘年会
予定
２０１９年は１月８日火曜日～
（授業は必要に応じて１月４・５・
６・７日も実施）
（１月５日を自習日・面談相談日
として開所予定）

☆１１月３日（祝日・土曜日）
☆１１月２３日（祝日・金曜日）
フリースペース運営お休み（設定した授
業のみ実施）

☆１１月３日（祝日・土曜日）（歩）
出かけよう　バーベキュー（参加定員数
あり・１０月３０日１８時～先着順受付）
事務所集合１０：００　レンタカーで
京北町森林公園に向かいます。雨天決
行します。KSCE 帰着１８時予定（交通
事情で変動します）参加費　内部生　
３，２００円　利用生・その他４，２００
円（森林公園入園料２００円込・９月ミー
ティング参加者は２００円引）

８日 ( 木 )（ミーティング時間
以外）・１０日 ( 土 )・１７日 ( 土 )
参加費　内部生無料　利用生
５００円　その他７００円

10 月 15 日現在の予定


