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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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8月 24日 LSAフォローアップセミナー
アセスメント①

31日 第85回DX会

9月 8日 第48回ディスレクシアセミナー
29日 LSA講座

10月 1日 第49回ディスレクシアセミナー
5日 第86回DX会

活　動  （2019 年）
10月 27日 LSA講座

11月
16日 LSA講座

17日 LSAフォローアップセミナー
アセスメント②

12月
3日 第50回ディスレクシアセミナー
15日 LSA講座

26.27.28日 ジョリーフォニックス講座

柳家花緑氏 特別講演会
読み書き困難でも、自分らしく生きる

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

2017 年 9月 14日、認定NPOになりました。
NPO法人エッジではその趣旨に賛同し、
応援してくださる方を募集しています。

EDGEの活動をご支援ください！

◦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
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東京都港区芝3-6-5�KS芝公園ビルⅡ／Tel．03-6435-0402／ http://www.npo-
edge.jp／E-mail : edgewebinfo@npo-edge.jp／制作�株式会社信英堂

1ヶ月 300円3001 （税抜） ～

UDフォント 43書体
個人で使いたい放題！
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※ ご利用には会員登録が必要です

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

5
6
5

BIZ+ 検索

　夏休みでもあり、当日会場には子供達も大勢
集まりました。江戸時代から続く日本の伝統的
な話芸の美学を存分に、ディスレクシアのお話
しをこれだけ豊かな表現力と説得力を持ってお
伝えできる日本人は、当事者でありこの道の花
緑さんだからこそと、心が震えました。子供達
からの質問にも温かく丁寧にお答え下さいまし
た。花緑さんが大切にしている事は「掃除」「笑
い」「感謝」。読み書き困難は、その人の沢山あ
る中の一つ。でもその一つが全てを否定する事
もある。困った時に話を聞いてあげる。みんな
で助け合う。辛い事があっても忘れるくらい幸
せであれば、きっと乗り越えられる。
　笑い溢れる楽しいひと時を、ありがとうござ
いました。
� 吉村由佳里

日時：2019 年 8月 6日
場所：港区ヒューマンぷらざ　多目的体育室
共催：東京杉並ロータリークラブ
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EDGEの活動

誰にでも質の高い教育を　
アジア太平洋地域のインクルーシブ教育につ
いて　言語、文字、宗教、歴史を超えて何が
できるか？　読み書きが困難なディスレクシ
アの人たちへの指導や対応を通して考えます

アジア太平洋
ディスレクシアフォーラム
2020 in 岡山 6 月 2 9 日岡山大学にて大

盛況にて開催できました。
参加者延べ241名開催予定のアジア太平洋
ディスレクシアフォーラムに向けて、様々な
立場からのプログラムが展開されました。
持続可能な発展のためにアジア・太平洋地域
におけるインクルーシブ教育とディスレクシ
アについてお話しいたしました。

「多様性は強い！」「実践の積み重ねが文化に
なる！」2020 年の本イベントへ第一歩を踏
み出しました。

実行委員会委員長　藤堂栄子

APDFプレイベント

e-learning 日本語コース「子どもの味方の『教
え方』～気づいて欲しい読み書きの困難」は、
全編 7月に開講されました。子ども達の指導・
支援に携わっているすべての方々必見の講座で
あると自信をもってお勧めします。ディスレクシ
アの研究・指導領域では一流の先生方の講義は、
明日からの指導にすぐに生かせます。紹介のチ
ラシも用意してありますので、ご関心のある方々
にも是非お勧めください。

《日本財団助成事業》

日本語の読み書き
困難支援を学ぶ

（MOOC） ８月20日、有識者による BEAM 検討委員
会が行われました。
基礎的環境整備として、通常学級、通級、放
課後デイ、塾、学校図書館、教育委員会等に
BEAM の導入を進めており、ご意見を賜り
ました。外国人、国際結婚家庭のお子さんへ
も BEAM の利用が許諾されていることの周
知について、また、他教材と
の差異化、人工音声の有効性
など、今後の教材製作の上で
重要なテーマについて話し合
われました。

BEAM（音声教材）

ＬＳＡ（Ｌｅａｒｎｉｎｇ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
養成講座２０１９は７月２１日に２７名で開講致
しました。
最先端の内容を学べるライブ講座は１２月まで
毎月開催しています。是非この機会に受講をご
検討下さい。

LSA（特別支援教育支援員）

養成講座

（http://www.npo-edge.jp）

読み書きが苦手なお子さんの背景要因、アセ
スメント方法、そして合理的配慮について学
びます。得意なことを活かしたサバイバルス
キルと人生を楽しむために大切なことをディ
スカッション形式で深めています。

ディスレクシアセミナー
の現状について

今年度二回目の講座を開催しました。イギリスや
バリから飛んできた国際色豊かな先生たちと、広
島など遠隔か
らの受講生も
参加し、ペア
で練習したり
と、子供同士
の関わり合い
も深まる楽し
いレッスンとな
りました。

2019年7月の
ジョリーフォニックス講座

例会は成人ディスレクシアの人々と子どもとの
交流を通し、文字の読み書きに頼らない方法を
学び合いました。6月の第 84 回は清流で、大人
と子どもで協力して、ザリガニ釣りをしました。
8月の第 85回は山の谷川の生物に触れ、絵具
の材料になる石を採取しました。

DX会
（成人ディスレクシアの会）

https://www.npo-edge.jp/support/mooc/
https://www.fisdom.org/ https://www.npo-edge.jp/event-lecture/jolly-phonics/

https://www.npo-edge.jp/event-lecture/apdf/ https://www.npo-edge.jp/event-lecture/apdf/ https://www.npo-edge.jp/support/lsa/ https://www.npo-edge.jp/event-lecture/dxseminar/

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 

《文部科学省委託事業》
https://www.npo-edge.jp/support/audio-materials/

https://www.npo-edge.jp/event-lecture/dx/

日時：2020年
 6月6日（土）、7日（日）
場所：岡山コンベンション
 センター
言語：日英（同時通訳付き）
主催：APDF2020組織委員会


