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　「パーフェクトカップル」（1999年）では、大
統領選挙に出馬したスタントン（ジョン・トラボ
ルタ）が、パフォーマンスの場として選択したの
が成人識字教育に取り組んでいる図書館。そこで、
コックをしている黒人男性ドゥエイン・スミスの
経験を聞きます。
　スミスは、子どもの頃から読字障害に苦しんで
きました。中学校の卒業式で校長が彼に吐いた言
葉はきわめて侮辱的なものです。卒業証書を、彼
にだけ出席証書という言葉を添えて渡したので
す。彼は、恥ずかしさを隠すために精一杯カッコ
をつけましたが、親は誰かが死んだ時のように眼
鏡の後ろで涙を流していたとのこと。スタントン
は、あなたはこうして告白している、あなたこそ
真の勇者だと涙ながらに讃えます。
　本作のテーマは、大統領選挙によくあるスキャ
ンダル攻防戦ですが、開口一番のエピソードが
ディスレクシアというのは、やはり米国は進んで
いるということの証左です。
　「イン・ハー・シューズ」（2005年）では、トッ

プ女優のキャメロン・ディアスが、学習障害と
ADHD（注意欠陥多動性障害）を併せもつマギー
を演じています。彼女が唯一誇れるものは容姿。
女優を目指し、オーディションを受けますが、普
通の速さで流れるテロップを読み上げることがで
きません。文章の読み取りに時間がかかるのです。
算数障害もあります。スーパーでレジの仕事をし
ていましたが、15%引きのクーポン券に対応で
きなかったことをきっかけに辞めることになりま
す。得意なのは、おしゃれやメイクに関すること。
終盤に至り、高齢者のファッション・コーディネー
ターとして一定の成功を収めます。朗読と解釈を
要する詩が「教材」として効果を発揮しているこ
とにも注目すべきです。
　さて、われらが「D

ディスレクシア
X な日々〜美んちゃんの

場合」（2011 年・監督／谷光章）です。ディス
レクシア当事者砂長宏子さんこと美んちゃんを追
いかけたドキュメンタリーです。「また仕事がな
くなった、何度目の失業だろう」という冒頭のナ
レーションが切なく響きます。しかし、ヘアーメ
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映画の中のディスレクシア
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イクについては高い技能をもっており、前述した
マギーと重なります。しかも料理も得意とくれば、
同じくスミスとも重なります。美んちゃんは、人
生は楽しいこと、得意なこと、人のためになるこ
とで勝負とばかりに代々木に小さな総菜屋さんを

開きます。苦しい局面でも笑顔を絶やさない美ん
ちゃん。日本の隅々に届けたい希望の星ともいえ
る一作です。
　　　札幌学院大学人文学部人間科学科准教授
� 二通　諭

　ドキュメンタリー映画「D
ディスレクシア

X な日々〜美ん
ちゃんの場合」が厚生労働大臣の諮問機関、社会
保障審議会の映像 ･メディア等部門で児童福祉文
化賞を受賞いたしました。これは「海洋天堂」、「幸
せの太鼓を響かせて〜インクルージョン」、「おじ
いさんと草原の小学校」のような優良作品を押さ
えての快挙です。この映画は全国で自主公開上映
が続いています。５月には大阪の大阪・十三　シ
アターセブンで興行上映がありました。ディスレ
クシア啓発のさらなる弾みとなりました。映画の
詳細はホームページをご覧下さい。
http://www.dxnahibi.com/

事務局閑 話
　ドキュメンタリー映画「 D

ディスクレシア
X な日々〜美

んちゃんの場合〜」をポレポレ東中野で上映
中の約一ヶ月、出演のディスレクシア当事者
は週一回、トークショーに参加しました。ディ
スレクシアを少しでも、啓発するために、出
演者で協力して、観客のみなさんの質問を受
け、答えて行きました。映画の中で、取り上
げられたディスクレシアの困難さを理解して
くれる人々はかなり発達障害を勉強してきた
皆さんでした。中には映画を観てもまだ理解
できずにメールをくれた方もいました。母校
の大学同窓会でも映画に関心を持ち、広報部

の記者がインタビューに来てくれましたが、
私の話がどのくらい伝わったか、疑問でした。
このイベント中に実感したのはディスレクシ
アを含め、発達障害のことをよく勉強されて
いる人々と、全然知らない人々との落差が大
きいことでした。映画を観て、「ディスレクシ
アだとわかった人」、「子どもをもう虐待しま
せんと誓った人」など、うれしい効果でした。
ところが、逆に「読み書きができないのにど
うして大学を卒業できたのか理解できない人」
もいました。私たちの仕事はなくなりません。
� （柴田）

祝「DX な日々〜美んちゃんの場合」
　　　　　平成 24 年度児童福祉文化賞受賞

二通先生は北海道学習障害児・者親の会『クローバー』会報に常設コラムをお持ちで、発達障害や関連映画
などを広く紹介されています。『みんなのねがい７月号』に�ドキュメンタリー映画「DXな日々」についてお
書きになっています。著書に『映画で学ぶ特別支援教育』（全国障害者問題研究会出版部）などがあります。

紹
介

喜びの谷光章監督と藤堂栄子会長
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◦学習支援員のためのガイドブック

　平成 21年度にNPO法人エッジが「学習支援
員の地域普及モデル事業」を全国へ展開されるこ
とになり、当方はそのエンパワメントを受けるこ
とになった。そして、数々の情報や手法をご提示
いただき、平成 22年に当方とNPO法人子ども
支援室カシオペアと協働で、「特別支援教育支援
員養成講座」を実施するに至った。名古屋市に「支
援員」の制度がないなか先駆けての決断であった。
さらに名古屋市立植田東小学校の理解のもとで、
修了生の中から 13名が「学習支援ボランティア」
として支援を実施した。その効あってか翌年に「発
達障害対応支援員」として制度化され 16名が幼・

全国で支援員養成に関連してテキストとして活用されています。学習支援員養成講座のテキ
ストが改定されました。改定されたのは
　第 6 章　カウンセリングマインド　先生 ･学校関係者との関わり方（筆者：滝口千代）
　第 12章　発達障害のある人の高等教育と就労（筆者：梅永雄二）
　第 16章　実践的指導法　つまずきを読み解く支援アプローチ（筆者：川上康則）

小・中へ配置になった。しかしながら電子入札に
よる派遣会社への委託事業となった。しかし本年
度（平成 24年）は、32名に増員をされ教育委
員会による直接雇用となった。支援員の役割の重
要性を鑑みての英断であると察する。当方の主催
する養成講座も第 5回を実施し 200 名近い修了
生を輩出した。エッジの皆さまからご教示をいた
だきながら、さらに名古屋市の今後の発展のため
に寄与できることを探っていきたいと思う。エッ
ジからのエンパワメントに心から深謝を申し上げ
たい。
ディスレクシア協会名古屋代表　吉田やすえ

名古屋市の「特別支援教育支援員」導入への経緯

特別支援教育　実践テキスト［第２版］

能力を引き出し伸ばす支援
　通常学級における発達障害の児童生徒への支援ガイドブック

本書の内容

第 1 章� 学習支援員の成り立ち
第 2 章� 特別支援教育
第 3 章� 「発達障害とは」― D、ADHD、高機能自閉症を中心に ー
第 4 章� 早期発見の手立て― 検査のねらいとそこから何を見取るか ー
第 5 章� LD疑似体験
第 6 章� カウンセリングマインド　先生 ･学校関係者との関わり方
第 7 章� ソーシヤルスキルトレーニングを効果的に行う
第 8 章� 医療面からの配慮
第 9 章� 教育の現場　― 就学前ー
第10章� 教育の現場　― 小 ･中学校 ー
第11章� 教育の現場　― 中学校卒業後の進路ー
第12章� 発達障害のある人の高等教育と就労
第 13章� 教科の支援　― 学習支援員にできること ー
第14章� 補助教材
第 15章� 行動問題の理解と支援
第 16章� 実践的指導法　つまずきを読み解く支援アプローチ
第 17章� 当事者の声

著� NPO法人エッジ
価格� 2,700 円 +税
ISBN� 978-4-903687-14-08
発行� ナレッジオンデマンド

エッジ事務局	 mail dxheart@npo-edge.jp　FAX	03-5401-1190
スペース 96	 mail qwk01077@nifty.com　FAX	03-3991-9634

●お申込は、
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学びの場特集お も し ろお も し ろ

　イメージを転換したい。我が校の想いはこれに
つきます。過去の偉人や天才がデイスレクシア
だったらしいと言及する本はあっても、日本では
現実の子供らが天分を示したという話はなかなか
聞いた事がありません。そのはずです。成功者達
は自らの既往歴をカミングアウトする事はないの
です。
　これでは LD教育を再考する機連が高まるわけ
もなく、子供らは障害の柵の内で沈黙する羊のま
まです。しかし、天才予備軍はいます。
　五年の歩みで、我々はこの意を更に強く致しま
した。東大卒のプロ教師や某有名大学の准教授を
唸らせるタレントが少なくありません。時間をか
け開花させます。彼らが結果を出し、デイスレク
シアを告白、イメージを転換する時が LD教育の
改革元年。そう信じます。ただし、天才は危険物。
心の教育という柵だけは念入りに張り巡らしてゆ

　「東京・葛飾区には絶対の信頼を持つ学習塾が
ある。それが翼学院だ。エリート教育の塾とは異
なり、学校がサジを投げた子供たちを引き受け成
績はもちろんのこと、人間としても成長させて進
学を見届けている」
　これは夕刊フジ 3月 28日号に掲載された学院
長近著「一か月で偏差値 20伸ばす芦澤式学習法」
（産学社刊）の書評の一部です。1月には「養護
教諭が常駐してメンタルケアも行う国内には例を
みない学習塾」としてNHK総合テレビでも紹介
されました。
　昨年度は LDをもつお子さんなど学習が困難な
87名の中学 3年生全員が、公・私立の（特別支
援校ではない）高校に巣立っていきました。塾生
のプロフィールは、幼稚園生から小中高、社会人
に至るまで実に多様、遠距離からも問合せが殺

きます。心と天才教育、この両輪こそ子供らを新
しいステージに誘

いざな
う未来力に相応しいのではない

でしょうか。� （私塾）

到、京成線青砥駅前校では、アメリカ在住の小学
6年生など広域から通塾するお子さんが学んで
います。　　
　芦澤式と呼ばれる対話を通じた学習指導法と、
精緻な観察・分析に基づくカンファレンスで指導
方針を決定していくことが成績アップの礎です。
特に難しいとされる国語や作文の力が飛躍的に伸
びることには塾生本人も驚くほどです。
　翼学院は「学校の成績や進学は、お子さんの自
尊感情や生きていくために非常に重要」と考え、
これからも学習が困難なお子さんの支援を行って
いきます。� （塾）

一般社団法人		ギフテッドの取り組み

翼学院の取り組み

http://www.gifted-person.org/428.html
� 理事長　下津浦	耕士

http://www.tsubasa-gakuin.jp/
� 学院長　芦澤	唯志
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学びの場特集お も し ろお も し ろ

　4月 11日、多くの賛同者に助けられ「まなび
の森�国際文理学院�高等部」という、新たな学び
の場が登場しました !�　生徒を主人公に、先生と
保護者が一緒になってつくった、新しいタイプの
通信制高校サポート校です。
　国際文理学院は「共生」を理念にした学校。ディ
スレクシアやアスペルガー症候群はもちろん、さ
まざまな個性を持つ生徒たちに対応しています。
学校に来られない子の家庭訪問のほか、勉強につ
いて行けない子、授業時間に間に合わない子、教
室に入りにくいという子のケアとして、昼休みや
放課後にも学習指導を行い、きめ細やかにサポー
トします。そして、生徒たちが誇りをもって通え
るよう、学習環境にはとことんこだわりました。
真っ白なタイル張りの一棟立ての校舎。小さいけ
れども、教室 6部屋、職員室、保健室、カウン
セリングルーム、PCルーム、音楽室と学校とし
て必要な設備をバッチリ備えており、2Fには自
由に使える多目的ホールもあります。
　EDGE さんとはご近所さん。学校という魔法

　ディスレクシア等の発達障害や不登校の生徒た
ちでも排除しない教育をいち早く行ってきまし
た。中には毎日、通学して学習することや、集団
生活を行うのが苦手な生徒もいます。そんな生徒
たちに負荷がかからない週二日登校を主にしてい
ます。星槎国際高等学校は広域通信制高等学校
で、全国に 17箇所に学習センターがあり、どこ
でも学習が可能です。授業は少人数で、一人ひと
りに合わせて行われています。例えば、ディスレ
クシアの生徒は読み書きを毎日、強いられること
によって、自信を失っている場合がありますので、
違った学び方が必要です。基礎学力の補充、テー
マ学習、社会性を養うプログラム等用意されてい

の箱を使って、一緒に何か楽しい取り組みができ
るのではないかと、わくわくしています。まなび
の森を、どうぞ、よろしく♪
� （通信制高校サポート校）

ます。教師はどの生徒とも同じ目線でつきあう姿
勢があり、廊下や教室で一緒にいる風景が日常で
す。特に北海道、芦別学習センターで行われてい
る「体験して学ぶコース」が注目されます。地元
のプロ職人さんたちが直接指導します。教科書や
ノートを使った机上での学習ではなく、身体で覚
える学習方法です。自分自身で問題を考え、表現
して、解決できる力を養うことを身につけます。
� （広域通信制 ･単位制高校 ･普通科）

国際文理学院の取り組みとディスレクシア

星槎国際高等学校の取り組み

http://kokusaibunri.jp/
NPO法人東京都自閉症協会副理事長／
国際文理学院高等部保護者会設立準備委員会
　� 尾崎	ミオ

http://www.seisa.ed.jp/
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　3/28（水）、場所：港区立芝公園、スタッ
フ 4人、親 5人、子 6人の参加で行われま
した。
　初めに親子で、芝公園に関係ある史跡を
探す「宝探し」ゲームをしました。７文字
のひらがなが書いてある紙を公園内のいろ
いろな場所に隠してありました。
　それを全部、集めると公園内にある史跡に
たどり着けます。約一時間かけ、親子で、公
園内を駆け回り、探し出しました。並べると
「い」「の」「う」「た」「だ」「た」「か」にな
ります。小高い丘のいただきに「伊能忠敬測
地遺功表」があります。参加した子どもたち
がその前に集まり「伊能忠敬の業績」の話を
聞き、勉強した証として、一人ひとり賞状を
受け取りました。その後、子どもたちはバド
ミントンをしたり、鬼ごっこをしたりして、
丘の上を走り回って、歓声を上げました。普
段できないストレスを思い切り発散している
ようでした。リーダーシップをとった女の子

の提案で、鬼ごっこを始めたときには大人は
ただ、黙って、様子を見ているのみでした。
あっという間の二時間でした。記念写真を撮
影して、解散となりました。充実した親子の
イベントでした。

親子で遊ぼう会開催！ （小１～高３まで）

DX会キッズ＆ティーンズクラブDX会キッズ＆ティーンズクラブ

　成人ディスレクシア就労事業の取り組みで、問
題になったのは自動車免許についてでした。まず
道路標識が覚えられない、検定試験の問題が読め
ない、ディスプラクシア（協調性運動障害）等の
問題があり、自動車を運転しなくても、問題のな
い都心に住むべきだという意見が大半でした。と
ころが、全国に散らばっているわれわれの仲間は
都心に住んでいる人々ばかりではありません。書
いたり、読んだりすることに不利なディスレクシ
アの人々にも理解を示し、サポートしてくれる自
動車教習所が現れました。栃木県鹿沼市の鹿沼自
動車教習所です。発達障害の専門知識を持った
コーディネーターが教習生と教官の間に入って悩

みや相談を聞き、個性に合わせて支援します。地
域連携の調査研究事業として宇都宮大学、梅永雄
二教授の研究室と協同で行っています。

http://kanuma-ds.co.jp/
こんな試みが全国に広がることを
期待します。

読売新聞 -2012/5/15の記
事を参考にさせていただき
ました。

ディスレクシア当事者の
　　　　自動車運転免許取得に大きな支援

■今後の予定
7 ／22（日） テーブルトークRPG
8 ／12（日） 夏のフリースペース
9 ／23（日） K＆ TとDX探検隊
11／17（土） 建築ワークショップ
12／24（祭） K＆ Tクリスマス会
2013／1／5（土） かるた会
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　第40回DX会は 2月26日（日）、港区障害保
健福祉センター・ヒューマンぷらざにて、参加者
およそ60名で行われました。今回は映画上映鑑
賞会とトークショーでした。まずは前々日まで、
ポレポレ東中野で上映されていたドキュメンタ
リー映画「D

ディスレクシア
X な日々〜美んちゃんの場合」を

81分、じっくり観ていただきました。映画終了
後、休憩時間を長めに取り、会場内展示のマッケ
ンジー・ソープさんやDX会メンバーの絵画作品
を鑑賞していただく間に、リラックスした雰囲気
が漂ってきました。
　映画鑑賞の興奮が覚めやらないうちに、トーク
ショーが始まりました。予定では明星大学の特任
准教授榎本達彦さんが司会をするはずでしたが、
体調を崩し、急きょ、藤堂栄子会長が代わりを務
めました。数日前にトークショーを経験していた
映画の出演者が5人だったので、ほとんど打合せ
をせずに、ショーは始まりました。始めに、「ディ
スレクシアのどんなところで困難を感じたか」と

　4月 14 日（土）、70名近い参加者に来ていた
だき、とても温かな面白い会になりました。藤堂
高直さんが自分を例に出しながら、ディスレクシ
アの解説をしました。ヨーロッパでは日本の血液
型と同じように扱われ、別に違和感がありません。
空間認知がよく、独創性のある発想力などを持つ、
一つの個性として認められています。高直さんは
小学校時代から「普通」ということばに悩んでい
ました。日本でいう普通とは凸凹のない人はオー
ルマイテイな人です。普通プラスアルファを持っ
ている個性しか認められません。能力にバラツキ
があると日本では評価されません。狭い評価基準
では多くの人材が失われてしまいます。子どもの
ころからもの作りが得意で、イギリスに行って、
得意な能力を伸ばす教育に開花され、建築の道に
進めました。本の内容に加え、サプライズで、「も
しイギリスへ留学せずに日本に居たら、どうなっ

いう質問に、5人のうち数名が他の人々の発言を
聞いているうちに内容を忘れてしまうハプニング
がありました。ディスレクシア当事者の困難な面
が目の前で披露される一瞬でした。しかし、場慣
れしたメンバーなので、冷静に「今の質問は何で
したっけ」ととぼけ、ピンチを切り抜けていきま
した。「ディスレクシアを親に告知して、理解され
ていますか」という質問に、全員、「理解をしても
らっている」と回答したので、会場内、安心した
かのように静まり返りました。最後に会場内から
質問を受け、ディスレクシア当事者が答え、予定
の時間を少し延長して、お開きになりました。参
加者と出演者が一体になったような楽しい時間を
共有いたしました。� （DX会世話役��柴田章弘）

たか」という話をヴァイオリンの音色で本人がた
どたどしく朗読しました。これは高直さんが創作
したストーリーでした。日本に居たら、ニートや
ホームレスになっていたかもしれません。日本に
在住でも英国で受けたような支援が受けられるよ
うになる。これがNPO�EDGE の原点です。感
動的な講演会でした。
� （文責：柴田）

第 40 回 DX 会報告

「DX 型 ディスレクシアな僕の人生」の出版記念講演会
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本紙はディスレクシアの方々がわかりやすく読みやすい丸ゴシック・12級以上の書体を使用しております

	 3	月	11	日 引きこもりの親の会講演　　　
	 3	月	15	日 広尾ロータリークラブ　　　　
	 3	月	20	日 星槎教育研究所保護者会講演　
	 3	月	28	日 K&T　花見外遊び
	 4	月	 2	日 発達障害啓発週間、映画「DXな日々」

JDDＮＥT共催
	 4	月	14	日 DX型ディスレクシアな僕の人生出版記念講

演／第41回DX会
	 4	月	15	日 DX型ディスレクシアな僕の人生出版記念講

演＠パルレ
	 5	月	 3	日 民間LSA講座（明石洋子さん講演）開講、川崎
	 6	月	 1	日 女子美藤堂講演　AM
	 6	月	 3	日 ロータリー渋谷（藤堂講演）　
	 6	月	 4	日 ロータリークラブ渋谷
	 6	月	 5	日 川上先生＠特別支援学校

	 6	月	24	日 第42回DX会
	 6	月	30	日 福島　教育委員会研修
	 7	月	 7 ～ 8日 明石　独自LSA「DXな日々／講演」
	 8	月	12	日 第43回DX会
	 8	月 	17 ～ 31日 欧州研修「フィンランド、イギリス」
	 9	月	 1	日 民間教育学会
	 9	月	 8 ～ 9日 北海道保育士研修
	 9	月	23	日 DX会　探検隊
	 9	月	29	日 狛江講演
	10	月 	6 ～ 8日 LD学会＠仙台（LSAと就労事業）
	10	月	16	日 WAM 啓発セミナー
	10	月	27日 さいたま市図書館
	10	月	28日 小平市鈴木小

最近の活動紹介
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福島で平穏な日常が取り戻せますように
　3 月 9 日に縁があって福島にてディスレクシ
アとコミュニケーションの困難さを助けるため
の支援機器について研修をさせていただきまし
た。県の福祉関係の職員をはじめ教育関係者、
保護者など 80 名近い参加をいただきました。当
事者の話を柴田から、支援機器については日本
学術振興会特別研究員 PD（ポストドクター）の
平林ルミさんから iPad をつかった支援及び困難
さの軽減法について実物を使っての説明があり
ました。
　本年度福島県では高等学校に支援員の配置を
始めました。ちょうど、エッジは星槎教育研究
所と協同で開催している「LSA-学習支援員」養
成講座を福島でも開催するので、その際により
現状にあった支援ができるようお力添えができ
ればと思っています。

　避難先から解除された地区
へ帰宅される方の中で発達障
害を持つ児童生徒の家族が多
いと聞きます。微力ですが、
少しでも平穏な日常が取り戻
せますように、月一回は福島
に行きますのでよろしくお願
い致します。 （文責：藤堂）

2013 年度版カレ
ンダー

卓上カレンダーを
販売予定、
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