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ディスレクシア(Dyslexia)とは、知的能力及び一般的な理解能力などに特に異常がない
LD（学習障害）のなかでも、文字の読み書きの学習に著しい困難を示す状態です。
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月に設立・認定され、活動しています。
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　2009 年度、エッジは日本財団と（独）福祉医療機構か
ら助成金をいただき、LSA（学習支援員）育成事業とディ
スレクシアの若者の就労支援事業に取り組みます。
　1－エッジでは2005 年から独自のプログラムを組み、
東京都の港区でLSA育成事業をローカルライセンスとし
て開始しました。これまでに7期にわたり200 名の受講
修了者を出しています。また港区からの委託を受け、区
立の小中学校へLSAの派遣をしています。昨年度末で
55 名の対象児童に対して70名以上のLSAがかかわり
ました。この仕組みとLSAがかかわることの効果につ
いては文部科学省から実践研究を委嘱されました。
　本年度は日本財団の助成のもと、この取り組みを地方
へも「技術移転」すべく、名古屋、宮崎、明石、川越の
4都市で地元の団体と連携して取り組みをいたします。
　2－エッジではDX会（成人したディスレクシアを持つ
人の会）を二カ月に一回開催しています。その中で自ら
活動をして就労や起業している人がいます。ディスレク
シアの若者は読み書きの困難さがあるがために本来の

能力を自分でも認識することが困難であると同時に、十
分に発揮する機会を奪われています。また、本当にやり
たいことに巡り合うまでに時間がかかります。
　本年度は（独）福祉医療機構の助成を受け、ディスレ
クシアを持つ若者たち、支援者、ハローワークなどの現
場の方たちとワークショップを中心に自分のやりたいこ
と、自分の能力に気づき、経験を共有し、理解を深め、
最終的にはすぐに役に立つ具体的な就労への手引きを
作成します。
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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ずきや学習の困難を示す症状のことをいいます。
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文責：藤堂栄子

P1-4　助成金事業
P５　　キッズ＆ティーンズ
P6　　新刊本：ディスレクシアでも大丈夫
P７　 エッジの販売物
P8　　愛をはこぶ人キャンペーン、ホームページ
　　　 リニューアル、寄付金の御礼
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日本財団助成金、独立行政法人福祉医療機構助成金

４月

13日 第83回DX会

24日 マッケンジー･ソープ氏
来日記念ウェルカムパーティー

28日 第44回ディスレクシアセミナー
５月 18日 第45回ディスレクシアセミナー

６月 12日 第46回ディスレクシアセミナー
（フォローアップ第一回）

活　動  （2019 年）

６月 29日 第84回DX会
29日 APDFプレイベント（岡山）

７月
17日 第47回ディスレクシアセミナー
21日 LSA講座

23、24、25日 ジョリーフォニックス講座
８月 6日 柳家花禄氏講演会

NL50号までを振り返る
こんな活動をしてきました

アポーグループは認定NPO法人 EDGEの活動を支援しています。

※�本紙の本文はディスレクシ
アの方々がわかりやすく読
みやすいUDデジタル教科
書体を使用しております

ディスレクシアに関しての理解はメディアで取り上げられたり、柳家花緑さんが自らの経験をお話しくだ
さったりしているお陰で、だいぶ進んできました。とはいうものの、人口の８％いると言われているにもか
かわらず、一般の方をはじめとして、まだまだ本人も保護者、ましてや支援者や教員にも理解や対応が浸透
しているとは言えません。
お一人おひとり、伝道師となって理解が進むようお力添えをお願いいたします。各種チラシやホームページ
の充実、啓発イベントなどに活かしてまいります。
 認定 NPO法人エッジ　藤堂栄子

ディスレクシア募金のお願い

◦ゆうちょ銀行�口座　00190－ 2－ 86061　NPO�EDGE
◦三菱ＵＦＪ銀行六本木支店　普通　1598588　
　EDGE- Ⅱ�特定非営利活動法人エッジ
◦詳細 http://www.npo-edge.jp/about/support-us/
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edge.jp／E-mail : edgewebinfo@npo-edge.jp／制作�株式会社信英堂

公共団体向け
UDフォントプラン 教育機関 包括契約 （100台〜）

UDフォント 43種 使いたい放題！

1台あたり 1,080 円（税抜）〜／年

03-3267-1378☎お問い合わせはこちら　▶

public-biz@morisawa.co.jp

EH hn adq
ab →  ab

bdpq → bdpq
・ なるべく少ない画数で書ける
・ 鏡文字と間違えない非対称の字形

・ 大文字を線に沿って書ける
・ hとn、aとd、aとq の差がでやすい

小学英語教育に向けた新欧文（Latin/Italic/Writing）も収録！
2020年から小学校の外国語科で欧文の読み書き学習が始まります

書き学習用欧文 UDDigikyoWriting

5
6
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公共団体向けUDフォントプラン 検索
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　ディスレクシアの就労には支援が必要であるこ

とは実感していた。訪問したアクセス･トゥ･ワー

クはすべての障害者の相談、職業訓練、就職を扱

う役所だった。発達障害のような見かけは軽い障

害にも手厚い支援があることが羨ましかった。苦

手なところを助けてくれる個人サポーターを週何

回か派遣してくれる制度はすばらしい。例えば、

銀行や役所で手続きをするとき、どうして良いか

わからなくなり、役所と職場を往復した。もし、「少

しでも手続きの方法を知っている人が側に居てく

れたら」と思い、涙を流したこともある。今回の

研修をアレンジしてくれた成人ディスレクシア協

会のドナルド・シュロス氏に若い男性サポーター

がついていた。後で聞くと、ドナルドさんの個人

サポーターだった。�
（柴田）

　8月 28日から 30日までの 3日間、英国で学

習障害の就労支援について、行政、障害者団体、

教育、民間コンサルタント、企業団体など、様々

な立場の方々から学ぶ機会に恵まれた。欧米での

障害者支援に関するポジティブな評価は何となく

見聞きはしていたが、実際に現地で聞いた内容は、

それをはるかに超えるものであった。簡単にいう

と合理性と柔軟性に富んだものであり、また「多

様性」に関して、無理に理論づけているものでは

なく、自然に血肉の一部として文化に浸透してい

るということを実感した。今回得たネットワーク

や情報、知見を整理発展させながら、実際に今後

の日本の制度改正などに効果的な影響を与えてい

きたい。�

（木村）

　８月末に、発達障害就労研修で３日間ロンドン

を訪問しました。　現地で、マックに入った時のことです。通常ト

イレが閉鎖されていたので、車いす用に入ったの
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P1　　DX 就労研修報告（ロンドン）
P2　　Personal Story「工夫で乗り切る」：N さん

P3　　最近の活動紹介／報告書と書籍の紹介

P4　　英語の会（10 月 13 日～）／ワークショップの

案内／フィンランドー自由と責任
P5　　30 号特集（写真で振り返る NPO 法人エッジ）

エッジの事務所変遷「青山→六本木→浜松町→

東新橋→芝」P6　　愛をはこぶ人キャンペーン + 英語塾／ 2012 年

11月のソープ氏来日日程
P7　　LSA（学習支援員）の変遷
P8　　DX 会（成人ディスレクシア当事者会）の変遷

P9　　JDDNET 第８回年次会／美んちゃん、NHK テ

レビに登場／ディスレクシア当事者が iPhone を

使ってみたらP10　キッズ＆ティーンズクラブ報告「テーブルトーク・

ロールプレイングゲーム体験講座」／探検遠足

P11　第 43 回 DX 会 報 告 ／ コラム「50000 件 と

40000 件に到達」P12　2013 年度カレンダー発売開始（11月 1 日）／引っ

越しました

DX就労研修報告（ロンドン）
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　ディスレクシアの人にとって、自分はディスレクシアな
のだと気づいて、それを受け入れることは、大きな最初の
１歩だと思います。
　そして、「自分は馬鹿じゃない」と知ることはジャンプ
台の役目をします。
　次のステップは、周囲の人たちがディスレクシアである
ことを知って、「怠けているのではない」と思ってくれる
ことです。
　何度聞いても覚えられないディスレクシアという言葉、
日本語訳も一つではありません。22 年前にイギリスの小
さな小学校で、息子がディスレクシアではないか、と言わ
れたときの驚き、不安、戸惑いを昨日のことのように覚え
ています。説明を聞いてもよく分からず、振り返ってみる
と誤解していたことも、かなりあります。
　息子がディスレクシアとはっきり認定されたのは、15
歳になってからです。本人は「自分は馬鹿じゃないんだ」

と知って、すっきりしたと言っています。そして、そのと
きが転機になりました。大学、大学院と化学の道にすすん
だ息子は去年就職し、来月結婚します。
　親としてはホッとした
ところで、読みやすく簡
単で、分かりやすいディ
スレクシア紹介の絵本を
作ることを考えつきまし
た。絵をかいたのは娘で
すので、「私の弟」とい
うタイトルが自然にでき
あがりました。絵本に書
かれていることは全て実
話ですが、モデルは息子
だけではありません。
　ディスレクシアは人に
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Nice to meet you 絵本「私の弟」　館野　智恵子
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1月

11日 第15回ディスレクシアセミナー
17日 LSA講座（川崎）
20日 第3回夜間DX会

1月28日〜2月3日 マッケンジー ･ソープ絵画展
（東急百貨店吉祥寺店他）

活　動  （2016 年）

2月
6日 第64回DX会
14日 LSA講座（港区）
28日 総会/記念シンポジウム

3月
2日 第4回夜間DX会　
28日 キッズ＆ティーンズ（英語ワークショップ）

アジア太平洋のディスレクシアがつながります
Asia Pacific Network of Dyslexics

アジア太平洋ディスレクシア・
フェスティバル＆シンポジウム2016
Asia Pacific Dyslexia Festival & Symposium 2016

 日  時　2016年6月11日（土）、12日（日）
 Date　11th & 12th June, 2016
 場 　所　 横浜 神奈川県民ホール 小ホール・ギャラリー及び ワークピア　
 Venue　  Yokohama, Japan Kenmin Hall, Workpia, gallery

 参加対象　 アジア太平洋地域の教育やＬＤに興味のある方だったらどなたでも
Participants  Anyone interested in education in Asia Pacific Area

 言 　 語　 日本語・英語
 Language　 Japanese/English (Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ)

～ダイバーシティー&アイデンティティー 理想の学校～
～ Diversity & Identity An Ideal School ～

横浜にシンガポール、インドネシア、マレーシア、ハワイ、ニュージーランドそして日本各地から
素敵なディスレクシアな青年たちと専門家や教師が集まります。

１．アジア・パシフィック地域のディスレクシア教育 : 最新動向
２．ディスレクシア児への英語指導の在り方
３．ディスレクシア児を主体とする理想の学校をつくろう

パフォーマンス、ワークショップ、AT/ICT 機器展示、
アートの展示も多彩に繰り広げられます。

詳しくは　http://www.npo-edge.jp/educate/apdf/

シンポジウム

フェスティバル
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弟のディスレクシアの
困難さと、できること
を紹介する絵本発行
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LSA育成事業とディスレクシア
の若者の就労事業に助成金
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ディスレクシアの就労支援
を学びにロンドンへ
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EDGEの活動

中学校卒の資格さえもなかった少年が大学に
迎えられ、画家として大成して、修士、博士
を授与され、この度星槎大学の客員教授にな
られました。
一筋に芸術と向かい合い過酷な状況にも負け

ずに、ここまで来た
ソープさんのお話は
何度聞いて通訳をし
ていても胸に迫るも
のがあります。

（藤堂）

ディスレクシアの画家
マッケンジー・ソープ氏

来日記念ウェルカムパーティー4 24（水）
開催

ご著書「花緑の幸せ入門～『笑う門には福来
る』のか？」の中でご自身のディスレクシア
について公表した花緑さんのお話しと噺を聞
けるめったにない機会です。

日時 : 令和元年 8 月 6 日（火）
　　　14 時から 16 時
場所：港区ヒューマンぷらざ
主催：認定 NPO 法人エッジ、
　　　東京杉並ロータリークラブ
入場料：無料
対象：小学校 4 年生以上の方
　　　だったらどなたでも
申込方法：エッジのブログと
　　　　　フェイスブックから

柳家花緑氏
講演会 8/6(火)

e-learning 日本語コースは、導入編の最初の二
つの講義が、３月に開設され、講座内容を網羅
したテキストも発行されました。ご覧になった方
からは、大変感銘を受けた等のコメントが寄せ
られています。講座「子どもの味方の『教え方』
～気づいて欲しい読み書きの困難」全編は、７
月に開講されます。

《日本財団助成事業》

日本語の読み書き
困難支援を学ぶ

（MOOC） 来年度小学校教科書改訂があります。それに
合わせ、一斉に多くの教科書の音声化をする
こととなっております。作成人員を増やす準
備、より正確かつ合理的な音声化をする方法
を求めて音声化技術の研修などを行っており
ます。4 月より正式に BEAM 対応音声ペン
の販売もはじまりました。

BEAM（音声教材）

LSA（Learning　Support　Assistant）
養成講座 2019 が 7 月 21 日（日）より開
講致します。これに先だち、入門講座を受講
いただく必要があります。
ライブ形式と e－learning を取り入れた
WEB 形式で、最先
端の内容をバラン
スよく学べる講座
となっております。
是非この機会にご
受講下さい。詳し
くは下記の URL で
ご確認ください。

LSA（特別支援教育支援員）

養成講座

（http://www.npo-edge.jp）

毎月 EDGE で開催
されている、ディス
レクシア セミナー
には、保護者やお子
さん達が参加してく
ださっています。前

半は、ディスレクシア についての基礎知識
と疑似体験をします。後半は、集まってくだ
さった方々とのセッションになります。自己
紹介をして、お互いの思いを伝えることで、
グループダイナミクスが生まれます。

ディスレクシアセミナー
の近況について

多感覚をつかったこの
講座は、英語を学ぶだ
けでなく、ディスレク
シアの子ども同士が出
会い、交流する場ともなりました。英語が苦手
や英語は初めての子供も、徐々にリラックスし
積極的に発言
をしていたの
が印象的でし
た。

ジョリーフォニックス
講座

例会は散歩と参加者の意見交換を主にして行わ
れました。２月の第 82 回ではお宝鑑定と古物
店を見学しました。４月の第 83 回では国宝の
焼き物を見学した後、特技を活かす方法を語り
合いました。新しい参加者も少しずつ増えてい
ます。

DX会
（成人ディスレクシアの会）

《文部科学省委託事業》

ジョリーフォニクス公式ディストリビューター 
ジョリースタディスクエア
https://www.jollyss.com

読めない?書けない? 
ジョリーなら変えられます。 

読めた!書けた! 
の最初のステップを英語で 

https://www.npo-edge.jp/support/audio-materials/
２０１９年度講座、７月２３日　２４日　２５日開講
https://www.npo-edge.jp/event-lecture/jolly-phonics/

https://www.npo-edge.jp/support/lsa/becomelsa/

毎月開催
https://www.npo-edge.jp/event-lecture/dxseminar/
rt/lsa/becomelsa/

DX 会（二か月に一度、偶数月、土曜日の午後に開催）
https://www.npo-edge.jp/event-lecture/dx/


