
　　　　　　　　　　　

ディスレクシア（Dyslexia）とは ...
知的に問題がなく、聴覚、視覚の知覚的機能
は正常なのに、読み書きに関して特徴のある
つまづきや学習の困難を示す症状のことをい
います。

EDGEは ...
ディスレクシアの正しい認識の普及と教育的
な支援を目的とした特定非営利活動法人
（NPO）として、2001 年 10 月に認証・設立
され、活動しています。
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マッケンジー・ソープ氏が来日
子どもへの「愛」の大切さを作品を通してアピール
＠江夏画廊

山梨：富士山
山梨のこころの発達総合支援センターにて「ディスレ
クシアを見逃さないで」、貢川進徳幼稚園で「教育現
場におけるＬＤへの対応と実例について」

英語教育における特別支援

ある世界の終り＝次の世界の始まりという

ことで今年はエッジにとっても激動の一年

になる予感が・・・

＠メキシコシティー民俗学博物館
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12/24 キッズ＆ティーンズクラブ
クリスマスパーティー 

11/30 出張 DX 会
International DX 会 

6/9 第 48 回 DX 会
「井の頭自然文化園でワークショップ」 

3/11 企業セミナー
「私を雇うとしたら、どうする？」 

7/26 学習支援員フォローアップ ･
一般向けセミナー「合理的な配慮とは？」
講師：文科省　樋口　一宗氏
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http://www.e-jes.org/jes 各支部セミナー -1/ 英語教育における特別支援 - 大阪支部 /

DX 会 Kids&Teens クラブ　サバイバル術

世界にはばたけ
2013 年度　港区助成事業

アメリカ、英国など母国語として英語を使う国
のディスレクシアの人たち用に開発された英語
教授法が確立されていますが、これらはすでに
音と意味と文の構成が入っている低学年向けの
ものです。エッジではその中からエッセンスで

あるマルチセンソリーなアプローチをとりなが
ら、音を入れつつ、適切な順番でアルファベッ
ト文字を導入し、年齢も考慮しながら、使える
英語に結びつけるプログラムを考えています。
JES( 小学校英語教育学会 ) 大阪支部の設立記
念大会にて「ディスレクシア児への支援と英語
教育」というお題でお話しいたしました。

まずは読みやすい大きさ、フォント、行間
などを整えて、ウィニー・ザ・プーのクイズ、
盲目のピアニスト梯剛之さんについて、宝石
アクアマリンについて、ロゴなどのデザイ
ナー佐藤可士和さ
んについて読んで
います。得意な分
野に関しては読解
ができます。

カードゲームで名詞とその
複数形を覚えよう2

※ちなみに作者の J.K. Rowling 本人はディスレク
シアではありませんが、ディスレクシアへの支援に力
を入れています。また主演のラドクリフ君はディスプ
ラクシア（協調性運動障害）であると公表しています。

ハリーポッターを見て聞き取り、
そのフレーズを使ってみよう！3

中高生向けに外国語に慣れ親しみ、世界
にサバイバルしながら羽ばたけるよう達人
から伝授しています。月に一回なので多く
のことはできませんが、英語って面白いと
感じてもらえるよう進めています 。

自分の好きな話題を原文で
読んでしまおう！1

uni, mono, tele などの
つく言葉を
考えよう！

4

お腹がすいた
道を聞きたい
友達になりたい

こんなときどうする？5

サイコロ状の文字ブロック
を使って少々の文法も6学研の英語カードを使用、

mouce ⇒ mice, sheep ⇒ sheep
言葉の記憶はそれほどでなくても、視覚的
にどこにあったかはよく覚えている参加者も

はじめは何も聞き取れなくても、一つわか
ると芋づる式に聞き取れるようになりまし
た。全部生きた会話で使えるフレーズばかり
です。
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１）『教室の中のサバイバル』
個性豊かなモトコさん（中３）とタロ
ウくん（高１）にお互いの特性をお話し
いただき、会場に集まった３０名ほどの
当事者や保護者、教育関係の方々と彼ら
の今までの学校生活をイメージしまし
た。そして川上康則先生の「担任のパー
ソナリティと学級経営スタイル ABCD」
をベースに４つのタイプの先生と、彼ら
はどのように交渉したら、より良い学校
生活を送れるかをグループごとに話し合
いました。本人の特性を理解してもらう

には具体的な方法をスモールステップで
伝える。道徳や学級会などで議題にあげ
るなど、さまざまな意見が出ました。自
分自身の特性を自分の言葉で説明するこ
と、自分で先生やお友だちにどうして欲
しいのかを伝えることが支援を受ける第
一歩とのことでした。学校現場にいると
保護者も先生も個性豊かで面白いです。
私は発達障がいのある子どもたちが新し
い教育のあり方や社会を築くための起爆
剤だと思っています。

第 51 回 DX 会 は 11 月 30 日（ 土）、
東京白山 ･ 東洋大学で行われました。参
加者は男 10 人女 6 人でした。今回は出
張 DX 会と題して「インターナショナ
ルバージョン」で行いました。会場に集
まった顔ぶれを見回し、今回の話題を「好
きな動物」にしました。半分は初対面の
人々なので、だれでもができそうな話題
にしました。イギリスからのドナルドさ
ん、ピィーターさん、シンガポールから

藤堂高直さん、鹿児島からディビットさ
んが訪れ、さらに当日聴覚障害者の男性
も一人加わり、久しぶりに賑やかな会に
なりました。ディスレクシアでも、自分
に適した職を見つけると、自信を持って
立派に働くことができます。JDDNET
の体験博だったので、時間が短く、ここ
で時間一杯になりました。参加者が手足
を動かせるワークショップをもっとやり
たかった。

２）出張 DX 会

日本発達障害ネットワーク体験博覧会
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日本発達障害ネットワーク体験博覧会

東洋大学にて 11 月 30 日開催されました。
20 ほどのワークショップが用意されました。

その中からいくつかご紹介します。

３）「合理的配慮の最先端を見つける」

４）Easy Literacy Check（ELC）

初めての試みとして体験博に中
高生が登場、またいろいろな機器
を触って体験できる場、こんなと
きどうする？と盛り沢山なワク
ワクする企画を実現できました。
新しい風が吹いたような気がし
ます。マルチセンソリーを体現し
た素晴らしい催しになりました。

クリニックかとうの加藤醇子先生、御茶
ノ水大学の安藤寿子先生等が開発したパソ
コンを使い 15 分程度でディスレクシアの簡
易チェックができるようになりました。小
学生の標準を取っていますので、年齢が上

になってもある程度は困難さが分かります。
ディスレクシアの特徴である読む速度、正
確さ、流暢さをコンピューター上で時間を
計測できるようプログラムが設計されてい
ます。

支援機器アカデミー賞は 千葉工業
大学 工学部 機械サイエンス学科
手嶋 吉法氏の「触って納得!立体模型」
が受賞しました。
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●開 催 日：2013.11.30
●展示会場：5104 号室

「トーキングエイド」という技術を、iPad で使えるアプリ。トーキングエイドは、重
たい障害で、文字を書いてコミュニケーションをとることが難しい人が、他の人に意思を
伝えるために作られました。今ではシンボルマークのバージョンも開発され、言葉がない
自閉症の人が絵を指さして自分の意思を伝える「絵カード」の代わりに、生活のさまざま
な場面で活用されています。

また、iPad は発達障害
の方の様々な支援に役立
つ可能性を秘めています。
この機会に iPad を体験し
てみてください。

【トーキングエイド for iPad】ユープラス　小野 雄次郎
【 iPad】ソフトバンク

【トーキングエイド for iPad】ユープラス
小野雄次郎 【iPad】ソフトバンク

最近話題の３D プリンターを使うと、複雑
な形を簡単に実体化することが出来ます。普
段触れないモノの形をきちんと測定し、それ
を実体化した模型を展示します。自然界に無
い「数学の形」も登場します。元々は目の不
自由な人達が触って学ぶ為の立体教材として

開発した模型ですが、
一般向けにも意義深い
です。発達障害の人達
にとっても、触覚の活
用が重要だと考えてい
ます。

【触れば納得 ! 立体模型】
千葉工業大学　手嶋 吉法

数学曲面

プランクトン骨格 火星儀

硬さの違いが知覚でき、同時に硬さに応じて音の違いも知覚出来る触感と
音感を同時に提示することでユーザーがこれまでにない楽しみを体感できる
サウンドデバイスを開発しま
した。発達障害の子どもの感
覚のトレーニングに使えるの
ではないかという意見もいた
だいております。

【硬さファントムを活用したサウンドデバイス】
国立特別支援教育総合研究所　土井 幸輝

T. ジャケット。小さな気泡が膨らむことに
よって抱きしめられているような感覚をもたら
してくれます。強さなどはスマートフォンで調
節が可能で、好きなと
ころに軽い圧力をかけ
たり、体いっぱいに強
い圧力をかけることも
できます。また、呼吸
や脈拍などをモニタリ
ングして、保護者に知
らせる機能もあるので、
安心です。

【T. ジャケット】
スペース 96

ハイパーミラー。電子的な技術でつくられた対
話のための新しい世界です。合成映像を使うこと
で、遠くにいる相手とも、自分のすぐ横にいるよ
うな感じで話ができます。ハイパーミラーの世界
でなら、話して
いる自分と話を
聞いている相手
を、テレビをみ
るように客観的
にながめること
ができます。

【ハイパーミラー】
東京工業大学　森川　治

『困ったときどうする？』というアンケートの結果。発達障害の人たちに、
ふだんどんなことで困っていて、それにどんなふうに対応しているのかに
ついて、アンケートをおこないました。今回の展示でさらにたくさんの人
の意見も聞いて、ネットなどで発表したいと考えています。

【困ったときどうする】OhToT
WiiFit の技術を使って、姿勢を保持できる

よう練習するゲームです。発達障害の人の中
には運動が苦手な人が少なくないだけでなく、
まっすぐ歩くことができなかったり、スキップ
ができなかったり、自分の身体を上手に動か
せない人が多いということが、OhToT ではよ
く話題になっています。このゲームでは、遊
んでいるうちに、どこに力を入れてどんなふうに動けば、バランスが
とれるのかがわかってきます。

【バランス練習ゲーム】
産業技術総合研究所　佐藤　滋

『ふれあい囲碁７』。
囲碁棋士の安田泰敏
九段監修でつくられた、
囲碁のルールを使った
コミュニケーション・
ゲームです。立体的な花形のカラフルな碁石と
草原のイメージのパレットで簡単に囲碁がたの
しめます。『いろいろな手を先まで考え、最善の
一手を打つ』ことにより、自分を客観的に見る
力や、問題を解決していく力をはぐくむことが
でき、ソーシャルスキルトレーニングに活用さ
れています。

【ふれあい囲碁７】
えじそんくらぶ

エクスワードという電子辞典。辞書を引くのが
困難な学習障害の人や、辞書が大好きな自閉症の
人には、とても評判がいい電子辞書です。

一台の中に、多くの辞書が
入っているので、重たい辞
書をたくさん持ち運ばなく
ても、調べたいときに、い
つでも、気軽に調べられる
機器です。

【EX-word】カシオ計算機

日本発達障害ネットワーク体験博覧会
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オラ！
根がラテン系な私がメキシコをご案内します。マヤの人たちは赤ちゃんに蒙古
斑がある私たちの親戚たちです。マヤの文字を見たらはじめは誰でもディスレ
クシア。読み書きができません。そのうえディスカリキュリア ( 計算障害 )。
 
１）マヤ文字
漢字に近い、音と意味がある文字です。鉄器を持たないまま、天体観測を
しながら、いろいろと占いました。私の誕生日を見てもらいました！

 

２）マヤの英知　
死生感、髑髏がモチーフに多く使われて
いますが、彼らにとっては命を懸けて戦っ
たヒーロー。食は無形世界遺産になって
いるほど。

 

３）メキシコ教育省
壁画に囲まれた美術館でもある教育省。
特別支援教育については初等中等教育課が担当
です。
マヤ語で教育をする学校もあり、そこではスペ
イン語も教えるとのこと。集落はまだ石器時代
と変わらぬ家並があります。

 

４）メキシコの仕事
まだまだ、道路で物売りがパンとかを売っていたり、レストランには客と
同じくらいの数のウェイターがいたりと、中卒でできる仕事がいっぱいあ
ります。
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LSA　With/ 星槎教育研究所
LSA（学習支援員）は、星槎教育研究所と
共催で年に 1回、10 日間のカリキュラムで各
地の教育委員会の協力を得、港区で開発した講
座を広げています。これまでに、横浜、川崎、
帯広、郡山、宮崎で開催してきており、平成
25 年度は、帯広、北見、葛飾、川崎、宮崎で
開催しています。
通常の学級では、さまざまな個性をもった子
どもたちが、同じ空間でともに学びあっていま

す。発達の凸凹が
ある児童生徒は、
日々目に見えない
壁にぶつかってい
ますが、周辺の適
切なサポートによ
り自分で学んでい
く力を身に付ける
ことができます。

学習支援員（ＬＳＡ：ラーニング・サポート・
アシスタント）とは、学校の教室で担任の先生
と協力して、このような子どもたちの学習を支
援します。
学習支援員には、熱意や愛情はもちろん必要
ですが、子どもたちが何に困っているのか、そ
の原因は何か、どのような手助けをすればよい
のか、知識と体験が必要です。

●ご自身の体験からとてもわかりやすいお
話で感動しました。発達障害の面白い生
き方、もっともっと理解してもらえる世
の中になってほしいと痛感しました。

（特別支援学級支援員）

●子どもの心の育ち、愛着と発達の偏りの
両面で注目すべきことを丁寧にお話くだ
さり理解しやすかったです。もう少し長
い時間かけてお聞きしたかったです。

（保育士）

●「学習支援員としてすべきこと」は大変
と思いました。保護者の立場ですが、自
分の子を育てるのに支援員の知識を役立
てたいと思います。

（保護者）

● 1日中どの講座も多くの学びがありま
した。現場で活かしていきたいと思いま
す。生徒を理解するうえでとても参考に
なりました。

（中高教員）

●自己肯定感を持って生きていくために、
誰にとっても他者からの「温かい目」
が必要なことがわかりました。支援が
必要な子どもはもちろんのこと、その
親、クラスメイト等、彼らに影響を与
える人たちにも温かい目で接していこ
うと思います。

（学生）

●具体的な支援の方法や、困っている子の
心の中などとても勉強になりました。

（支援員）
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The Big Picture:Rethinking Dyslexia
ロバートレッドフォードの孫がディスレクシ
アだったので、息子が教育用の映画を作った。
http://thebigpicturemovie.com/

アイユ　2013年 12月号に（公）人権教育啓発
推進センターの広報誌で代表のインタビュー記
事が掲載されました。
ディスレクシアを知り、気づき、配慮する。

デイビッド・サンダースさんの記事が
BISE3 月号、3月 15 日発売に掲載されます。
鹿屋バラ園のこと
やバラづくりにつ
いて、そして自ら
のディスレクシア
やエッジに関して
も触れています。

http://www.bises.co.jp/feature/

夏季プログラムに参加した河高素子さんの文
章が掲載されました。
「私にとってのエンピツ、消しゴムはPCだ
という事」

LSA の星、港区で学習支援員をしている
高津真紀さんが STORY の最新号でフィー
チャーされました。
まず星槎と協働で開
催している講座を受
けられてから、エッ
ジの港区の講座を修
了。今輝いている秘
訣が LSAとして働い
ていることだとおっ
しゃっています。

月刊生徒指導 2014 年 1 月号にて読売新聞
記者　中西茂氏が星槎教育研究所とエッジで共
催している LSA講座の疑似体験を受けた時の
ことを記事にしました。
Talk of Education ～教育再考「目からう
ろこの疑似体験」です。

DO-IT　Japan　2013　レポート

音声教材 Beam の内容
http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/

年度 会 社 名 科　目 学年

25

東 京 書 籍 中学校公民
東 京 書 籍 中学校地理
東 京 書 籍 中学校歴史
日本国憲法
光 村 書 籍 中学校国語 一年

小学校の国・社も近日中に掲載いたします。

２３年、２４年度分も継続して掲載しています。
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障害者権利条約
(Learning Support Assistant) 

障 害 者 権 利 条 約、Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities と は、
あらゆる障害者（身体障害、知的障害及び精神
障害等）の、尊厳と権利を保障するための人
権条約です。日本では障害者の権利に関する
条約と、日本国政府によって仮訳されていま
す。2013 年 12 月 4 日、日本の参議院本会議
は、障害者基本法や障害者差別解消法の成立に
伴い、国内の法律が条約の求める水準に達した
として、条約の批准を承認した。日本国の批准
は 2014 年 1月 20 日付けで国際連合事務局に
承認されています。日本では国内法の整備をし
てからの批准となったため遅れました。私たち
ディスレクシアからするとあらゆる分野におけ
る「合理的な配慮」に大いに期待しています。

2012 年に独立行政法人福祉医療機構から助
成金をいただき、行いました「発達障害を持
つ人々の就労コーディネータ」講座から始まっ
た会です。講座は一年で終わりましたが、就
労支援発達障害、NPO、社会福祉法人のスタッ
フ有志が集まって勉強会を行っています。
昨年の５月から２ヶ月に１度、就労支援の
現場での悩みごとを持ち寄り、お互いに意見
の交換を行います。障害者手帳が取れる人々
にはジョブコーチがつきますが、発達障害の
人々の多くは取っていません。発達障害の人々
の困難さを通訳して、雇用側に伝えるコーディ
ネートが必要です。ここで、話し合った結果
を踏まえ、発達障害に特化した就労コーディ
ネータ養成講座を作るのが目標です。

「絆の会」

( 独 ) 高齢・障害・求職者雇用支援機構　障
害者職業総合センターが行う「発達障害者の職
業生活への満足度と職業の実態に関する調査」
に協力をします。職業生活、とりわけ人間関係、
業務内容、環境、支援機関、自分の特徴への配
慮、上司や同僚の態度、収入に始まり、就労形
態などいろいろな角度から答えていただき、仕
事をする時の満足度に貢献する項目を浮き彫り
にすることによって今後の効果的な支援や配慮
のための基礎資料を整備していきます。
JDDNETもエッジも協力しています。

職業生活への満足度調査

4 月発達障害啓発週間

参議院の傍聴券



エッジの運営は皆様からのご寄付で成り立っています。ディスレクシアをはじめとする発達障
害の人たちの啓発と支援をこれからも継続するために、エッジの活動にご共感いただける方は
3000 円 /1 口～のご寄付をぜひお願いいたします。

ご寄付のお願い
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活動記録（2014年）

1月

11日 K＆T(サバイバル術)

15日 浦安

19日 K＆T(サバイバル術)

22日 K＆T(サバイバル術)

2月

6日 ～7日 LSA（学習支援員）基礎講座

9日 ～12日 北見LSA講座

13日 東京都JDD

14日 埼玉県研修

16日
LSA講座＠川崎、
K＆T(サバイバル術)

19日 K＆T(サバイバル術)

22日 千葉県 SENSの会

23日 NPO法人エッジ総会

3月

1日 名護市講演

9日 K＆T(サバイバル術)･報告会

19日 K＆T(サバイバル術)

23日 JDDNET理事会

25日 港区助成金発表会

29日 世界自閉症啓発デーシンポジウム

頂いた寄付の使い道
１）啓発　年3回のニュースレター、毎月のメルマガ、ウェ
ブサイトの整備、アップデート、フェースブックなど
への記事の投稿などによりディスレクシアのことを広
く知っていただく活動をしています。

２）DX会 (18 歳以上のディスレクシアの人たちの集ま
り )、キッズ＆ティーンズクラブ (18 歳までのディス
レクシアの人たちの集まり )などを開催して、直接的
にディスレクシアの人たちへの支援のあり方を模索し
て、効果的な支援モデルとしてそれを広げています。

３）相談　ディスレクシアの児童生徒の保護者、成人した
本人などの相談に乗っています。

４）BEAM( 音声教材 ) の無償提供　エッジではディスレ
クシアの人たちのために教科書を中心として音声化し
ています。これらをウェブから無料でダウンロードで
きるシステムを作り運営しています。

５）ディスレクシアに関連した政策提案などを議員連盟や
担当大臣にしています。また、JDDNET( 日本発達障
害ネットワーク )の発足団体として各種法案の立案や
審議会、検討会などに委員として参加しています。

●お申し込みフォーム

日　付

氏　名

住　所

一回のご寄付
賛助会員 金額

備考：ディスレクシア、エッジの活動についてのメッ
セージなどありましたらお願いいたします。

寄付	 ★映画上映料からの寄付金
	 有限会社イメージ ･テン


