
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 

２０２１年１１月号  No.４１ 

 皆さんこんにちは、また機関誌を書く機会を頂けるという

ことで本日は僕の最近の悩みについてお話したいと思い

ます。 

 早いもので僕がこのボランティアを初めて1年が経ちまし

た。自分がこのボランティアに参加した当初掲げた目標と

していたような人間に少しでも近づけたのか分かりませ

ん。しかし、普通に生活してるだけでは関われないような

沢山の人達と出会えました。それは年齢や環境の違いだ

けでなく色々な悩みを持つ人との出会いです。 

 僕は現在大学4回生という事もあり残りの大学生活約半

年をどのように過ごすべきなのか悩んでいました。既に社

会に出ている先輩等に相談すると「大学の間にしか出来

ない事をするべきだ」と良く言われます。このような話を聞

き遊びやアルバイト、資格を取る事等ありますが自分の

大学生活を振り返ると大学の間にしか出来ないこと＝ボ

ランティア活動だったのかなと思うことが多々あります。 

 勿論それだけではないと思いますが僕が卒業するまで

の間後悔しないようにこのボランティアでやり残したことが

ないように行動したいと思っています。ここで深くは話しま

せんが利用生それぞれにも悩みがありその悩みを少しで

も自分が解決してあげられたら良いなあと思います。残り

の期間で利用生の悩みを解決して卒業出来たら僕がこの

ボランティアを始めた存在意義があったと思いますし素敵

だなあと思います。 

 残りボランティアに参加できる回数も限られており一日

一日を大事にして取り組みたいと思っています。残り少な

いですがこれからもよろしくお願い致します。（平井琉聖） 



人間関係において（考察） 

 

関りの機会（出会い・社会的な関り・距離のある関わり）から 

→Aその人に興味がわく   

→Bその人に興味がわかない 

 

Aその人に興味を持つ→継続して関わる・見る・聞く 

→C好感の方向→さらなる興味・距離が近くなる 

→D嫌悪の方向→関わる距離が遠のく 

これはどちらもあり得る。または両方持ち合わせる場合もあって優勢な方の感情になる。 

Bその人に興味がわかない→違うきっかけ（出来事・アピールなど）がない限り変わらない 

 

これを逆から見てみると・・・ 

「人から嫌われたくない」という人を私の回りや過去で多く聞きます→「好かれる」と「興味がない」共に

「嫌われてはいない」ので興味を持たれない、関わってくれない、でもいいのかどうかです。 

もし「好かれたい・好感を持ってほしい」なら、関わる・アピールすることをするしかなく、 

その結果相手の性格・考え方・相性で「好感系」「嫌悪系」になるので結果の世界でありますがどちらも

存在し、仕方がないけれど受け入れていくしかないのだと思います。ただ関わり方・行動・アピールの内

容によって「好感」「嫌悪」になる確率・割合は変わっていきます（１００・０は無いですけど）からそこもどう

思うかです。そして、自分の価値観で相手がどう思っているかを決めつけずに随時相手の様子を見てど

ちらになっているのかを見ることが必要です。 

 

友人・恋人を作っていくなら「関わる」ことです。また割合としては「自分に興味を持ってくれている」という

のを感じた人には興味を持つ確率は上がると思います。「関わる」とは「話す・行動する・伝えるなどな

ど」です。そして、まずは好感を持って興味を持ってもらえるようにどうしていくか、がカギになるんじゃな

いかなと思います。 

（南山 勝宣） 

ボランティアスタッフ募集 

ボランティアさんの活動時間は 月曜日15時～19時 火曜日から金曜日12時～19時 土曜日11時～19時 

の中で可能な日時をお願いいたします。 月４日程度以上お手伝いいただける方を希望します。 

活動内容 

月曜日 事務作業手伝い・広報活動〈HPや登録サイト更新〉 

リユース活動〈ジモティー・フリマアプリ他〉 

水曜日・金曜日は個々の活動のサポート役割 

（自習を見る・作業の手伝い・創作のサポート・話し相手） 

火曜日・木曜日・土曜日・休業日居場所 

（遊び相手・話し相手・日によってはテレビゲームもあります） 
KSCEボランティア募集ページ 



◎「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。 ※現在新型コロナの影響で少しずつ歩プロジェクトを実施しております。 

当所事業所長南山が対応いたします。各種相談は随時受け付けています。生
活相談・心理面相談・進路相談・学習相談など対応いたします。 

本人だけでなく、保護者等支援者のサポートも行っています。抱え込まずに良
かったらお気軽にお申し出ください。メール相談はＰＣメール（状況により所長
携帯）での対応ＬＩＮＥ相談は申込者に専用ＬＩＮＥＩＤをお知らせいたします。
（メール･ＬＩＮＥ相談は内部生・利用生は除く） 

電話相談 要予約 

面談相談 要予約 

メール・ＬＩＮＥ相談 

オンライン面談（Zoom・Skype） 

 

料金はお問い合わせください。 

電話：０７５－２１１－０７５０ 

mail：syomu@ksce.jpn.org 

◎ 面談相談・電話相談・ＬＩＮＥ相談・メール相談・オンライン面談受け
付けています。 

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 

電話：０７５－２１１－０７５０  FAX：０７５－２１１－０７５０ 

HP：http://ksce.jpn.org/                mail：syomu@ksce.jpn.org 

休業日居場所について 

（レク日設定とテレビゲームのみ不可のレク日の２種） 

休業日居場所開所時間  １３時～１９時 

○KSCE生・居場所利用生 500円  利用生 1000円 

○MES生 800円 

○府事業（ひきこもり社会参加支援事業）対象者 無料 

○ALKnet 関係者 500円      〇その他 1000円 

活動の告知は機関紙･事務所掲示以外に 

ブログ：http://ksce.jpn.org/?pege_id=1234 

フェイスブック https://ja-jp.facebook.com/ksce.apollo 

twitterID：KSCEleader  

代表SNS（LINE・twitter・facebook 他）問合せください。 

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も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。 

 

○KSCE生  

それぞれ1日分の居場所利用扱いとします。 

○MES生 別途料金表 

○府事業 （ひきこもり社会参加支援事業） 

 対象者 無料 

○ALKnet 関係者500円 

○その他 800円 

実施日はカレンダー参照。 



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。） 

連携団体（ARU・LPW）さんのイベントも参
加可能です。時間など詳細はARUさん、
LPWさんに直接でも当所に問い合わせら
れても可能です。 

参加者区分 

内－内部生  利－利用生 

A－ARU関係者  L－LPW関係者 

M－MES生  他－その他 

参加費用は内利Mは後請求 

AL他は当日 

スケジュール（以下は居場所開所時間です。他の

事業は午前や夜でも対応できる場合があります） 

月曜日 ひきこもり社会参加支援事業対象者居

場所開所 15時～19時 

火曜日～金曜日 12時30分～18時30分 

土曜日 11時30分～18時30分（レク時間として15

時～17時30分） 

日曜日 通常運営休業日 

新型コロナ感染による社会状況で変更の可

能性があります。 

作成日段階では飲食店などの短縮要請も解

除されていることから京都教育サポートセン

ターとしても少しずつイベントを設定したいと

思います。 

11月は作成日段階までに決まりませんでし

たので随時KSCEHP・ブログ・フェイスブック

ページ・Twitter、代表SNSなどで告知いたし

ます。 

 

☆１０月２９日金曜日 通常運営お休み 

家庭教師・家庭派遣・定期面談・学習サポー

ト・SSTは実施します。 

 

☆１０月３０日土曜日 スポッチャ 

通常運営がお休みです。詳細はお問い合わ

せください。 

 

☆１１月３日水曜日 文化の日 通常運営お

休み 

家庭教師・家庭派遣・定期面談・学習サポー

ト・SSTは実施します。 

担当との話合いで振替も可能です。 

 

☆１１月２３日火曜日 勤労感謝の日  

通常運営お休み 

家庭教師・家庭派遣・定期面談のみ実施し

ます。通常分個別指導学習サポートは３０日

火曜日実施で月４回となります。 

 

 

☆１１月２８日日曜日 休日居場所 １３

時～１９時 利用料は３ページ参照。 

 

☆１１月２９日月曜日 ２０２１年１２月号

ゆっ歩通信作成予定日 

 

☆１２月１８日土曜日 イルミネーション 

通常運営１７時または１７時３０分で終了

予定。行き先は次月ゆっ歩通信でお知

らせします。 

☆１２月２５日土曜日 クリスマス会 １３

時３０分～１７時３０分 

詳細は次月ゆっ歩通信でお知らせいた

します。 

☆１２月２６日日曜日 休日居場所 １３

時～１９時 

☆１２月２８日火曜日 年内最終日 

☆１２月２９日水曜日 大清掃 

☆１２月３０日木曜日～２０２２年１月５日

水曜日 年末年始休業 

☆２０２２年１月５日水曜日 初詣  

☆２０２２年１月５日水曜日 

家庭教師・家庭派遣・定期面談・学習サ

ポート・SSTは実施します。 

☆２０２２年１月６日木曜日 年始通常運

営再開日 

☆２０２２年１月１１日火曜日 十日戎 １

８時３０分出発  

 

※レク日 イベント実施の無い土曜日 

15時～17時30分 

利用料は3ページ参照  

2021年 11月  

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3文化の日 

通常運営お休み 

4 5 6 レク日 

7 お休み 8 FS休み 9 10 11 12 13 レク日 

14 お休み 15 FS休み 16 17 18 19 20 レク日 

21 お休み 22 FS休み 23勤労感謝の日 

通常運営お休み 

24 25 26 27 レク日 

28  

休日居場所 

29 FS休み 30     


