
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 

２０２２年８・９月号  No.50 

「スタッフとしての自分を振り返って」 
 

私がボランティアスタッフとして活動させてもらうように

なってからおよそ1年半ほど経ちました。週に1回しか参加

できませんでしたし、数ヶ月お休みさせて頂いたりしてい

た為、来所している子どもたちとコンスタントに関わる事は

出来ませんでした。それでも、最近では「出会った頃より

変わったな」と成長を感じることが多々あり、一緒に遊ん

だり会話するたびに嬉しく思います。 

 

久しぶりに会った際は、「お久しぶりです」と声を掛けて

くれ、自分がやりたい遊びがあれば他の子にも声をかけ

誘ってみたり、今までは会話をすることがなかった子が自

分から会話に入って来てくれたり一緒に遊ぶようになった

りと、本当に多くの成長を感じます。この変化はスタッフと

の関わりだけでなく、他の子たちの関わりを見聞きし同じ

空間にいるからこその変化だと感じています。スタッフと

の関わりだけではなく、他の子に対する気遣いや関わりも

見られ、変化に対して驚くのと同時に、フリースクールに

対する可能性と期待を感じました。 

 

およそ1年半という期間を通して、子ども一人一人の特

徴を知り自分なりに関わって来ました。先輩のスタッフさ

んともお話をさせて頂いたりして、自分が関わっている子

がどんな子なのか教えていただきました。私が子どもたち

と関わらせて頂く中で子どもの成長を実感し、人との関わ

り方等を日々学んでいるんだなと感じている一方、私自身

も子どもたちから学ばせてもらっているんだなと感じまし

た。どう関われば居心地が良くなるのか、どういう言い方

をして伝えるべきか、どう声掛けをするべきかといった、関わ

り方の基本を子どもたちから教えてもらったように感じていま

す。今後私が彼らと関わることはありませんが、陰ながら彼

らの更なる成長を楽しみにしています。短い間でしたが、あり

がとうございました。                （西村 ゆき） 



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 

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。 

＜２０２２年９月号をお休みいたします＞ 

KSCE通信以来ずっと毎月の発行で機関誌を作成してまいりましたが、新型コロナ以後ボランティアスタッフもなかなか確保が

難しいことが続いており、機関誌の頭原稿がお知らせ要素になってしまう月も増えてきたことから、一度隔月にしてその分９

月下旬作成の１０月号では中身の多い機関誌にしたいと思います。スケジュールは今号では２か月分の予定を載せます。追

加で実施するものや都合で中止などの変更は当所ブログ・Twitter・フェイスブックにてお知らせいたします。イベント実施の報

告等はInstagramに載せていきます。 

Instagram @ksce7     ブログ https://ksce.jpn.org/?page_id=1234 

Twitter @KSCEleader  フェイスブック https://www.facebook.com/ksce.apollo 
 

◎２０２２年度各設定について 

 
〇レク日 主に土曜日に１５時～１７時３０分この時間の利用はレク日料金になります。 

レク日設定時間帯以外の利用は通常利用扱いとなります。 
 
〇休業日居場所 通常運営お休みの中で一部設定いたします。１３時～１９時の開所で利用方法はレク日と同じです。 

利用料は休業日居場所設定の料金になります。利用生以外は当日支払いとなります。 
 
〇京都府ひきこもり社会参加支援事業 月曜居場所（設定日） 
１５時～１９時で京都府ひきこもり社会参加支援事業対象者の居場所利用を設定しています。 

自習に対しては質問解説等の支援を行います。設定日に関しては機関紙等でご確認ください。  

 
◎活動をご支援ください 

 
〇賛助会員 年会費12,000円 希望される方には活動見学・活動参加いただけます。また希望者に６回まで無料相談を承り
ます。（領収書を発行いたします） 
〇寄付会員 １００円以上の任意の金額（領収書を発行いたします）  
〇物品寄贈 当所の活動に使用できるまたは当所のリユース活動に使用できるものの寄贈を承っております。 
（希望の方には物品寄贈受領書を交付いたします） 
寄贈可能な物品 衣類（インナーや制服は不可）・雑貨・書籍・当所活動に関するもの 
※ 新品・中古は問いませんがあまりにリユースできないと思われる状態のものはご遠慮ください。 
※ 書籍は学習参考書・問題集・教科書・一般書籍など可能です。 
※ 家具・家電は事前にお問い合わせください。大きさ等受付不可の場合があります。 
※ 当所の活動に関するもの＜羊毛フェルト・ビーズアクセ・タイルアートのものづくり材料＞ 
＜コミュニケーションツールに使えるゲーム類＞＜日用品＞＜文房具＞＜パソコンソフト（タイピング・創作・学習系）＞ 
＜パソコン周辺機器＞＜電子辞書・プロジェクター・サーキュレーターは現在一番うれしいです＞ 
※ 寄贈は原則宅急便（送料もご負担が承諾いただければ）・持参（お車で運ばれる場合も可能・要相談）です。 
スタッフが取りに伺える場合は、台車での徒歩圏内または交通機関移動ができる量に限ります。 
（伺えるのは原則休業日ににります）  



☆８月４日木曜日、５日金曜日    ２０２２年度第１回高校卒業程度認定試験 

 

☆８月５日金曜日、９月９日金曜日  パレット河原町商店街清掃活動 ９時３０分～１０時３０分 参加費無料 

 

☆８月７日日曜日１３時～１９時、８月１６日火曜日１３時～１８時、９月２５日日曜日１３時～１９時 

休業日居場所 利用料はお聞きください 

 

☆８月７日～８月１７日 夏期休業 通常運営お休みとなります。 

※学習サポート（個別教育予備校MESも同様）は８月１０日水曜日まで通常実施 

※学習サポート、家庭教師、家庭訪問、定期面談、８月６日までの予約による相談・カウンセリングは担当の合意により休業

中も実施可能です 

 

☆８月１６日火曜日 五山送り火 １８時事務所集合 １８時３０分出発 ２０時～ 五山順次点火 ２１時ごろ解散 解散地点

は流動します。 

 

☆８月１７日水曜日 大文字山ハイキング ９時銀閣寺前集合 

大文字部分まで登って休憩→下って銀閣寺道交差点にて解散（１２時ごろ予定） 

 

☆８月２３日火曜日 開所時間を１３時３０分といたします。 

地蔵盆粗供養参加でスタッフ不在のため 

 

☆９月１８日日曜日 ランチとボウリング MKボウル上賀茂 

１０時３０分KSCE集合 または １１時３０分MKボウル上賀茂集合 昼食代・ボウリング代・その他費用 は各自 参加者３名

以上で実施 ボウリングは２ゲーム程度を予定（参加者総意で３ゲーム目可能） 

 

★レク日 

８月６日２０日２７日 ９月３日１０日１７日２４日 各土曜日 

 

★府事業月曜居場所 

８月１日８日２２日２９日 ９月５日１２日２６日 各月曜日 

 

★９月１９日月曜日敬老の日 お休み（学習サポートは実施可能） 

★９月２３日金曜日秋分の日 お休み（学習サポートも原則お休み） 

 

※定期設定学習サポート 

７月２９日～９月１日 → ８月分実施期間 

９月２日～９月３０日 → ９月分実施期間 

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 

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 

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。 

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 

※休業日に関して 

学習サポート・家庭教師・家庭派遣など担当との合

意であれば実施可能です。休業日は居場所・電話

対応等の通常部分がお休みとなります。 



2022年 9月  

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 レク日 

4 お休み 5 FS休み 

府事業月曜居

場所 

6 7 8 9パレット清掃 10 レク日 

11 お休み 12 FS休み 

府事業月曜居

場所 

13 14 15 16 17 レク日 

18 

ランチとボウ

リング  

19お休み（学習

サポートは実施可

能）敬老の日  

20 21 22 23お休み（学習

サポートも原則お

休み）秋分の日 

24 レク日 

25 お休み 

休業日居場所  

26 FS休み 

府事業月曜居

場所 

27 28 29 30  

2022年 8月  

日 月 火 水 木 金 土 

 1 FS休み 

府事業月曜居

場所 

2 3 4 

高 校 卒 業 程 度

認定試験 

5パレット清掃 

高 校 卒 業 程 度

認定試験 

6 レク日 

7夏期休業  

休業日居場所  

8夏期休業  

府事業月曜居

場所 

9夏期休業  10夏期休業  11夏期休業  

山の日 

12夏期休業  13夏期休業  

14夏期休業  15夏期休業  16夏期休業  
休業日居場所

五山送り火   

17夏期休業 

大文字山ハイ

キング   

18 19 20 レク日 

21 お休み 22 FS休み 

府事業月曜居

場所 

23 

開所時間 

１３時３０分  

24 25 26 27 レク日 

28 お休み 29 FS休み 

府事業月曜居

場所 

30 31    


