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これからの10年に向けて

目　　次

　エッジを設立して 12年になります。設立の時
に考えたのは EDGEの究極の目標は EDGEが消
えてなくなることでした。このようなNPOが必
要でない社会になることです。ほとんど誰も知ら
ないディスレクシアのことを誰もが当たり前のこ
ととして知っていて、生き生きと暮らしていける
社会が実現したら目標が達成されたことになると
考えました。

3 つのV

　1999 年に息子がディスレクシアと留学先の英
国で診断された時に、何かをしなくてはと駆り
立てられるように動いていた私にホスピスで父
がお世話になった日野原重明氏が私に下さった
言葉です。

　そのためにはまずはこんな人がいるんだよとい
うことを知っていただく啓発が一番の活動の柱で
した。その次に支援、そして最後にネットワーク。
啓発は先日スピルバーグ氏がカミングアウトをし
てくれました。日本でもディスレクシアで社会的に
活動をしている方が話せるようになってきました。
　これまでの成り立ちをいくつかのキーワードで
たどりたいと思います。

　愚直なまでに先生の言葉を信じてひたすら前進
してきてEDGEの今日があります。
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Ⓔ Extraordinary��「普通」の反対語は日本では
Normal に対する Abnormal ということが多い
のですが、Ordinary に対する Extraordinary。
俗に対する素晴らしいという風にとらえます。
Ⓓ Dyslexic　設立当時はディスレクシアで
ウェブ検索をしたら、一件しかヒットしませんで
した。医療では失読症。今でも読字障害とか言わ
れますが、漢字が与える理解したつもりという無
理解を避けるために敢えてディスレクシアという
誰も知らない言葉を使いました。もくろみ通り、
みなさん素直に知らないと答えてくださり、偏見
や知ったかぶりなしにこちらの話を聞いてくださ
います。
Ⓖ Gifted��「賜物を備えている」とでもいいま
すか、天才ともいえます。人は誰も何か理由があっ
て生まれてきていると思います。そしてその本来
持っている能力を十分に活かすことができるよう
になればいいな。
Ⓔ Eclectic　ちょっと苦し紛れの二つ目の「E」
はテレンス・コンランさんが好んで使う言葉で
す。選ばれたという意味のギリシャ語からきてい

ます。ディスレクシアの人がどの民族でもどの世
にも 10％程度いるということはこれまた何か意
味か使命をもってこの世に生まれているのではな
いかと思います。
　EDGE はご存じのように崖っぷちという意味
もあれば、先端という意味も、刃という意味もあ
ります。この頃では「エッジが効いた＝切れ味の
鋭い」というようなちょっとしゃれた言い回しも
日本語として使われるようになりました。
　私たちの活動を応援してくださっているマッケ
ンジー・ソープ氏との出会いにも EDGE という
作品があります。
　人はその崖っぷちから「飛び立つ」こともでき
れば「落ちる」こともできる。飛び立つことがで
きるように周りの大人はそっと後押しするような
存在になることが大事だ。これもソープさんの言
葉です。

　さて、啓発の次は支援です。支援もずいぶん進
んできました。支援については次号で詳しくお伝
えします。	 （藤堂栄子）

　鈴田さんは、住宅基礎の杭を打ち込む職人。先
の東日本大震災で会社を閉じるまで、16年間経営
を続け、その間、シンナー依存症の方、刑務所出
所後の方など色々な境遇の方を雇用してきた。そ
の中で、引きこもりでアスペルガーの方を雇用し、
社会人として育て上げた話を紹介する。
　引きこもりを続けていたAさんに、どのように
仕事に慣れてもらったかというと、1年間は、A
さんのしたい様にさせておき、遠目に見ていた。
Aさんにまったく稼ぐ意識は見られなかった。鈴
田さんとしては、「当人がその気にならなければ、
どうにもならない」とあえて強制はしなかった。
　このような状態を1年続けていると、Aさんが
不思議と現場仕事に手を出すようになってきた。
「まわりの人間が、汗水たらして働いているのを見
て変わったのだろう」と鈴田さんは話してくれた。
　元々、Aさんは、コミュニケーションには変わっ
たところがあったが、機械操作は上手かった。1
年半経った頃には、現場責任者のサブとして、現
場を任せられるようになった。
　鈴田さんは、Aさんが興味を示し始めた1年目
から1年半の間に、集中的に、元々Aさんが好き

鈴田浩二様取材記録　「アスペルガーの職人を育て上げる」
 前田　豊

な機械操作を徹底的に教えた。この育成感覚は、
職人の鈴田さん独特のものだろう。
　職人の仕事は、朝の6時に集合、現場が遠い場
合は、もっと早くなる。解散は大体夕方の6時か
7時。まさに体力勝負である。そして、仕事の後は、
お酒は欠かさなかった。Aさんは、最初は全く飲
めなかったのだが、皆が焼肉を食べながらおいし
そうにビールを飲んでいるのを見て、少しずつ飲
むようになり、ついには皆と一緒に飲むようにま
でなった。
　Aさんは 7年間鈴田さんの
会社に勤め、後半の4年間は、
大いに会社の戦力として活躍
した。その後、別の働きぶち
を見つけ、今でも働き続けて、
家族もできたそうである。ア
スペルガーで引きこもりのA
さんにとって、鈴田さんの会
社での経験は、単に仕事を覚
えるだけでなく、社会で生き
ていく基礎になったのだろう。

　教育は誰でもが受ける権利があるものであり、
特別支援教育では一人ひとりの教育的ニーズに
合った教育をすると謳っています。
　エッジでは誰でも、簡便、安価、汎用性があるも
のを提供したいと考えていました。文科省からの委
託を受けて開発、普及に取り組んでいた「音声教材」
がやっと使用いただけるようになりました。
　現在光村図書と東京書籍の小学校の国語1年生
から６年生、中学校の国語１年生から３年生を単
元ごとに用意しています。目的は教科書を持って
いる人に音声で聞くことにより、漢字の読み方、
読解などが進むことです。
　ディスレクシアのひとは音読をするとたどたど

　25年は少し的を絞って活動をしていきたいと思います。これまでの活動を整理して必要な活動は維持
しつつ新たに「合理的な配慮」と「大人のディスレクシア」を切り口として進めてまいります。児童生
徒に関しては音声教材をダウンロードできるようにすると同時にウェブ上の相談窓口を整備、英語の教
授法について２校と連携する予定です。放課後の居場所も視野に入れて考えます。大人のディスレクシ
アについては就労だけではなく、居場所の提供、情報発信をしていくつもりです。今年度もいろいろな
形で皆様のご協力、ご支援をお願いいたします。

しく、その結果読みながら理解をすることが進ま
ないことがあります。iPad、ICレコーダー、ＰＣ
などいろいろな機器にダウンロードすることが可
能となり、学校、家庭だけではなく移動中でも聞
くことができるのが特徴です。様式も一番汎用性
のあるmp3と音質がより高度なWAVの二つの
ものをクラウド上に用意しています。試聴は次ペー
ジでできますのでご活用ください。

http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/
※	著作権法32条に則りエッジは教科書を障害のある人の
ために加工し供与できる団体として登録しています。使
用にあたっては障害の程度（読みの困難さ）についての
ご質問などをお聞きしたうえでの使用となります。
　　文部科学省委託事業	 （藤堂栄子）

音声教材
　24年は多岐にわたって活動をしました。美んちゃんの映画が厚生労働大臣から賞をいただいたり、藤
堂高直君の本が選定図書に選ばれるなど注目も浴びました。マッケンジー・ソープ氏の来日、福島訪問
や企業への啓発セミナー開催をしました。年間 50箇所以上の講座でお話をさせていただきました。支
援としては各地における LSA( 学習支援員）養成講座、音声教材の普及、就労支援コーディネータ養成
講座などがあります。また、英語講座の開催準備にも取り掛かりました。英国に研修し、就労支援のヒ
ントも色々と得ることができました。エッジ独自ではできない事業もいろいろな方たちや団体のお力添
えでここまできました。ご協力、ご支援をいただきありがとうございました。

2012年度事業報告

2013年度事業計画

Love	 	愛はすべて、子どもたち一人ひと
りは愛をもって生まれてくる、

Hope ＆	どんなに暗い闇の中でも希望がある
Joy	 	そしてすべての人が喜びを甘受で

きますように

Personal�Stor
y

Personal�Stor
y
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ズバッと解決ライブ　LSA
　2013 年 1月 10日、港区立男女平等参画セン
ターリーブラ5階ホールで、50名の参加で行わ
れました。講演会は川上康則先生の「発達のつま
ずきから読み解く支援アプローチ」、阿部利彦先生
「クラスで育てるソーシャルスキル」で話がありま
した。LSAが派遣される教室には発達障害の診断
はなくとも、その傾向がある生徒がいます。落ち
つきのない子どもでも、結果ではなく、途中経過
を誉めるとやる気になります。面白い授業をすれ
ば、聞く態度が前向きになり、姿勢までよくなっ
た実例を話されました。教室の中で、ふわっと言
葉（相手の気持ちがよくなる言葉）が使えるよう
にします。「あいさつの仕方、謝り方、友だちへの
頼み方」などのソーシャル ･スキル ･トレーニン
グを学び、身につけることの重要さを教えていた
だきました。どちらの話も LSAが教室に入ったと

LSA　全国へ普及
　帯広から宮崎までをテレビ会議で結んで
川崎会場を中心にLSA講座を	星槎教育研究
所と共催してきました。川崎会場は70名
以上の応募があり、途中から東京会場を開
講する運びとなりました。宮崎でも 30 名
の修了者が出ました。おかげさまで各地を
訪問することが出来ました。これまで普及を

　普通学級に通う全国の公立小中学生の6.5%に発
達障害の可能性があることが12月５日の文部科学
省の調査で分かりました。読み書き困難なディスレ
クシアは2.4%ぐらいの数字でした。10年前に実
施した同種の調査でも6.3%だったから、研究が進
んだ割に、ほとんど増えていないような気がしまし
た。小学校低学年で、その疑いがある生徒は10%
近い、ところが、中学校に行くと5%未満になって
しまいます。ディスレクシア当事者としては納得で
きない数字です。
　学校生活で支障をきたしたのは小学校高学年以
降、中学校1、2年が最も苦しみました。黒板の文

　昨年の10月、東大先端技術研究センターの中
邑賢龍教授研究室で、読み書き困難測定テストを
受けました。「読み速度」は標準ぐらいだが、「書
き速度」が小学校1年レベルであることがわかり
ました。それに加え、図形記憶の想起がかなりひ
どいことも判明しました。とにかくディスレクシ
アである可能性は高くなりました。小学校高学年
になっても板書を写すのは苦手で、最後まで書い
たことはありませんでした。時間がないので、ノー
トに線を引いて、書いたふりをしていました。高
校・大学のときは友だちのノートを借りて、コピー
させてもらって、しのいでいました。それにして

　一昨年から、大学入試センターでは発達障害の
受験生が特別措置を受けて、受験できるようにな
りました。今年は障害者受験生1618人の中に発
達障害150人が含まれていました。発達障害には、
時間延長、答案用紙の拡大、マークシートではなく
チェック解答などで対応してもらえます。ディスレ
クシアな受験生が堂々と自分の弱みを隠さず、受
験できることは痛快です。大学入試が日本社会の
常識を変える小さな一歩になることを期待します。

大学入試センター受験特別措置案内

　2013年 2月12日（火）、13日（水）、14
日（木）、18日（月）、19日（火）、20日（水）、
26日（火）、28日（木）が港区障害保健福
祉センター（ヒューマンぷらざ）で開講され
ました。その後、港区立小学校と港特別支援
学校の見学実習を行い、10日間の講座を終
了しました。講座の概要は「港区における特
別支援教育、教育の現場、LSAの役割、医療

きに目標となります。休憩後、事例検討会「気に
なる子がたくさんいるクラス（小学校4年生）」を
設定して、坂本條樹先生が話されました。ADHD
傾向の男子生徒がクラスを乱しているときの対処
法でした。LSAは彼の良いところを見つめ、具体
的に誉めて、認めながら、クラス全体に影響する
ようにします。2人の先生方も加わり、対策を話
し合いました。	 （柴田章弘）

字を授業時間内に写せなかったり、図形が描けな
かったりしました。中学生くらいになると、友だち
のノートをコピーさせてもらって、しのぐ知恵はあ
ります。しかし、それを理解して、記憶する能力が
欠けています。本当は記憶部分を支援してほしかっ
たのでした。疑いのある生徒でも40%は支援を受
けていないので、発達障害に対する理解は進んでい
ません。多くの公立小中学校は旧体制の「やればで
きる」、「努力が足りない」というお題目がまかり通
る世界なのかもしれません。	 （柴田章弘）

も、よく古典と漢文を教えていました。教えた受
験生には謝りたい気持ちになりました。ただ、生
活に支障がない程度なので、今までどおり、電話
での応対と議事録を書き取るような作業はしない
ようにします。これで、目の前がすっきりしました。
改めて、数字で、読み・書き・記憶力の困難さが
わかると、気分が落ち着きました。これからの人生、
今までの後ろ向きな生き方から前向きなものにな
るギアチェンジになる検査結果でした。私の当事
者証言が本当に才能のある人間を殺してきた日本
社会へ警鐘を鳴らす小さな一歩になることを祈り
ます。	 （柴田章弘）

面から発達障害を考える、高等教育と就労、
LSA体験談、成人発達障害当事者の声」など
でした。今回は「医療面から発達障害を考える」
で、国立成育医療研究センターの宮尾益和先
生をお招きし、「発達障害、心の健康問題、薬
物療法、予防的な心の健康支援」の講義があ
りました。LSAの現場における役割を実例な
ど交えて、具体的に紹介していくことを重視
しました。

LSA（学習支援） 発達障害の小中学生が6.5%　読み書き困難は2.4%

大学センター試験　発達障害受験生150人

読み書きは小学校1年レベルでも

第 11回 学習支援員養成講座

http://www.dnc.ac.jp/modules/center_exam/content0523.html

してきた名古屋や宮崎を含め、各地で LSAを
有効に活用する事例が生まれてきています。

※�帯広で３月23日に文部科学省の樋口専門官
と藤堂が今年のキーワードである「合理的な
配慮」についてお話します。

文部科学省HP
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__
icsFiles/afieldfile/2012/12/10/1328729_01.pdf
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ありがとうございました。ご支援で実施された事業です。Pはニュースレター31号内掲載ページ お陰さまで1800部、販売することができました。皆さまご支援、ありがとうございました。

アポーグループのご寄付でカレンダーとニュースレターを印刷いたしました。

お買い上げの方々のお名前

2013年カレンダー アポーグループ寄付

◦マッケンジー･ソープ氏イベント＠福島 P9

	 	江夏画廊、社団法人福島県産業廃棄物協会、
	 カルピス株式会社、佐藤製薬株式会社、
	 堀田隆佳氏、ロジャー ･フレンチ氏
◦音声教材の普及 P3

	 文部科学省
◦企業セミナー／就労コーディネーター P8

	 独立行政法人福祉医療機構
◦英語のコース P10

	 ロジャー ･フレンチ氏
◦キッズ＆ティーンズクラブワークショップ P10・P11

	 東京南ロータリークラブ

◦DX会 P8

	 会員の皆さま

◦カレンダー P7

	 アポーグループ

◦ニュースレター
	 アポーグループ

◦ウエブサイト
	 	公益社団法人	 	 	
日本フィランソロピー協会

◦�一般社団法人日本 LD学会
◦ぶどうの樹
◦�株式会社アイメトリクスジャパン
◦社会福祉法人ウイズ町田　赤い屋根
◦株式会社アート・プランドゥ

◦東京南ロータリークラブ
◦一般社団法人	命をつなぐゆりかご
◦大孝山神野寺
◦株式会社アイエスエフネット
� 敬称略

◦�学習支援員（LSA）事業普及
　日本財団
◦�成人ディスレクシア就労事業
　独立行政法人福祉医療機構
◦�キッズ＆ティーンズクラブワークショップ
　東京南ロータリークラブ
◦�イートン校聖歌隊コンサート
　高月　壮平氏
◦�ドキュメンタリー映画「DXな日々」、売上寄付
　谷光　章氏
◦��絵のコピーライト、K&Tクラブの子どもたち
とのワークショップ、ご自身の体験トーク
　マッケンジー ･ソープ氏
◦�学校閉鎖にともない資産寄付
　�東京インターナショナルラーニング		
コミュニティ
◦�その他たくさんの個人の皆さま

寄付御礼

～社会のために、ぼくたち、
� わたしたちができること～
日時 �2013年 3月9日（土）
� 13：30～16：10
場所 ��東北学院大学　土樋キャンパス
� 8号館（講義棟）
� （仙台市青葉区土樋一丁目3-1）
主催 �公益社団法人日本フィランソロピー協会
共催 �東北学院中学校高等学校生徒会

　子どもたちが地域の大人の理解を得ながら、
地域社会や他者への愛情を育み、主に募金・寄
付活動を通して地域社会に役立つという実感を
得ることのできる「募金・寄付を核としたサー
ビス・ラーニング」。
　2013 年度、このプログラムに取り組んだ 6
つの学校・団体からの報告会です。
　「総合的な学習の時間」、「キャリア教育」、「シ
チズンシップ教育」等の活用に関心のある方、
ぜひお越し下さい。

●問い合わせ・申し込み先
公益社団法人	日本フィランソロピー協会（担当：藤川）
〒100-0004　東京都千代田区大手町2-2-1　244区
TEL：03-5205-7580　FAX：03-5205-7585
URL：	http://www.philanthropy.or.jp/sl/forum2/

募金・寄付を核とした
� サービス・ラーニング報告会

これまでにご寄付いただいた方々
（～ 2011年度）

　　　　　 〒194-0022  東京都町田市森野1-23-1
TEL：042-728-8861　営業時間／10:00～19:30（年中無休・年始を除く）

　　　　　 〒231-0014  神奈川県横浜市中区常盤町3-24-1 サンビルディング1階
TEL：045-662-3021（担当：安達）　営業時間／10：00～19：00（年中無休）

〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3－22－6
TEL：052-242-0125　予約受付時間／10：00～19：00（水曜日定休）

イワキメガネ  http://www.iwakioptic.co.jp

町 田 店

http://www.eyemetrics.co.jp/svt/index.htmlスポーツビジョントレーニング紹介サイト

横浜関内店

特別視機能研究所  http://www.menosite.com/

ですか？何何 ビジョントレーニングとは、
視覚にトラブルを持つ児童
が、視覚訓練を通じて目と

脳、身体の連携を強化し、集中力や思考力、
運動能力等を高めて学習環境に順応できるようにする
ものです。詳細は下記までお問合せください。

ビジョントレーニングって

会員の特典
◦	年 3回　ニュースレターが送付されます（正会
員・賛助会員・法人会員のみ）。
◦メルマガが送付されます。
◦	総会における議決権が付与されます（正会員の
み）。
会員と会費
分類 概要説明 年会費 入会金 議決権�

正
会
員

EDGE の趣旨に賛
同し、各種活動に
可能な範囲にて、
ご参加できる方。

6000円	 5000 円	 有り

賛
助
会
員

EDGE の趣旨に賛
同し、活動を応援
していただける方。

3000円 0円 な
し

法
人
会
員

EDGE の趣旨に賛
同し、活動を応援
していただける法
人。

5万円 0円 な
し

D
X
会
員

成人のディスレク
シア（読み書き困
難）の会

0円 0円 な
し

メ
ル
マ
ガ
会
員

EDGE メルマガジ
ンを定期的に購読
をする方

0円 0円 な
し

入会方法
1ページ下のフォームに入力をお願いいたします。
2 �EDGE よりメールで「会員登録」のご確認メー
ルを返信します。

3��ご確認メールが届きましたら、会費のお振り込
みをお願いいたします。
	 お振り込み先
◦銀　行　	東京三菱銀行六本木支店	普通	 	

1399190		NPO	EDGE	
◦郵便局　00190-2-86061		NPO	EDGE	
ご連絡先
◦住　　　所	〒 105-0014	 	東京都港区芝 3-6-5	

第 2佐山ビル	4F		
◦電　　　話　03-6435-0402	
◦ファックス　03-6435-2209	
◦メ ー ル　edgewebinfo@npo-edge.jp	

2012 年度

入 会 の ご 案 内
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　2012年最後のDX会は12月 9日（日）、エッジ新
事務所で、男４人、女1人で行われました。1時間経っ
ても、スタッフを含め、3人、これではイントロお絵
描きで自己紹介はいりません。急遽、DX会関係の話
題を話し合うことになりました。月刊雑誌、「世論時報」
にディスレクシア特集が 24回連載されることになり、
その記事を読み、意見を交換しました。そのうちもう
１人現れたので、先ごろ発表された「普通学級に通う
公立小中学生の６．５％に発達障害の可能性があること
が、文部科学省の調査で分かった」ことを話題にして
話合いました。「どう考えても少なすぎる。本当に苦労
したのは中学生以降なのに、逆に対象の生徒が減って
いるのはおかしい」という意見が出ました。「学校教育
現場では正しく理解していない」と、全員で怒りを表
明しました。又１人、現れたので、「DX会の成功の秘訣」
について討論しました。雨後の竹の子のようにたくさ

　エッジさんと共同で行っている、発達障害の方と中小
企業の就労マッチング事業の一環として、まずはすでに
雇っている発達障害の社員の能力の生かし方について伝
えようという趣旨で行われたセミナーです。私が所属し
ている東京中小企業家同友会の経営者や福祉関係者を対
象に行いました。主催者の立場として良かった点は、複
数の専門分野を持つ講師がそれぞれの知見を発表したた
め幅広い知識を提供できたこと、逆に課題として感じた
ことは短時間の間に多くのことを伝えようとしたため一
つ一つについて深めることが難しかった点です（元々半
日のプログラムを2時間で収めたため、仕方なかった
点もありますが）。
　個性的ででこぼこの大きな社員を雇った場合、短所に
目を向けてその社員をつぶしてしまうのか、逆に弱みを
カバーしとんがっているところを生かしていくのか、こ
こが会社として伸びていけるかどうかの分かれ道となり

手帳を持つ、持たないにかかわらず、発達障害の人の就労を支援
できる人が中小企業とつながり、継続的で良好な就労を実現する
ために、コーディネータの役割は重要です。これからますます需
要が伸びると思われます。右記の内容で開催いたしました。
　独立行政法人福祉医療機構助成事業

ん発達障害系の自助会ができていて離合集散を繰り
返しています。仲間割れもせずに例会は定期的に続
けています。時間延長して楽しい話題で盛り上がっ
たころで、ちょうど時間となりました。DX会は参
加者全員がお互いに学び、教え合う方針で、楽しん
できました。今回も元気になったかな。	（柴田章弘）

ます。日本の経済状況改善の本質的なポイントは、単
に市場に流れるお金の量を調整することではなく、能
力が発揮できないでいる社員を一人でも多くその人の
強みが生かされるようにしていくことだと思っていま
す。この活動を継続して、少しずつでも日本の経済状
況改善につなげていきたいと思っております。	 　
　独立行政法人福祉医療機構助成事業� �
	 （一般社団法人ペガサス　木村志義）

第45回DX会

社員の能力を120％引き出す職場環境の配慮

就労コーディネータ研修 1�障害者雇用の現状
2�発達障害とは？
3�企業開拓、マッチング、定着支援
4�当事者の声に耳を傾けよう
5�就労事例
6�活用できる助成金
7��ICT活用事例
8�これからの障害者雇用のあるべき姿

セミナー内容

　ご存知、砂長美んさんが毎月、ディスレクシア
の関係者をインタビューするコラムが雑誌「世論
時報」に 2012 年 11月から掲載されています。
美んちゃんが毎月、どんな話を引き出してくれる
か、興味津々で読むことができます。発達障害関
係の記事は多くなってきました。取り上げられる
機会は増えても、アスペルガー、高機能自閉症、
ADHDが主で、どうしても影が薄くなります。ディ
スレクシアを独自に取り上げていただくと、関心
を持つ人々が増えることが予想されます。昨年は
ドキュメンタリー映画「DXな日々　美んちゃん
の場合」が上映され、ディスレクシアには追い風
が吹きました。少しずつですが、自主上映会が全
国で行われ、ディスレクシアが広がる兆候が見え
てきました。ディスレクシア当事者たちが日ごろ、
犯しがちな「ケアレスミス」「記憶の遅さと不正
確さ」「時間の勘違い」を正直に告白しています。
今までなら、悩んでいても、なかなか言い出せな
い症状でした。ところが、周囲がディスレクシア

　英国の女王陛下の在位 60年の祝賀に作品が
贈られたディスレクシアの画家であるマッケン
ジー・ソープ氏が 11月後半から12月初旬まで
東京と福島を訪問しました。一番の目的はソープ
氏の思い入れがある福島を応援するためのツアー
でした。
　ソープ氏はチェルノブイリの事故の時もベラ
ルーシの子どもたちのためにいろいろと活動をさ
れました。今回は東京や福島で福島への支援を目
的とした絵画展、福島を訪問して南相馬、福島市
のミナクルと福島大学で開催中のＪＤＤＮＥＴの
体験博覧会でワークショップを行いました。また、
東京と福島でのチャリティーイベント、福島大学
におけるご自身のいじめの経験をもとに大人は決

を理解すると、遠慮なく告白することができます。
そして、簡単な支援も受けやすくなります。啓発
の小さな前進が始まりました。	 （柴田章弘）

して子どもたちの心に傷を残すようなことをして
はいけないという怒りを込めた強烈なメッセージ
を伝えてくださいました。	 （藤堂栄子）

雑誌「世論時報」にディスレクシア特集掲載開始

Love,�Hope�&�Joy�Tour�for�Fukushima
マッケンジー・ソープ氏来日

成人のディスレクシア
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キッズ＆ティーンズクラブキッズ＆ティーンズクラブ

自分の好きな小屋を創る クリスマス会

英語の会 かるた会

　街を歩くと夥しい数の音、光、人で溢れています。
テレビ、携帯やインターネットからも恐ろしい量
の情報が流れており、その中に身を置くと自分で
考える事がとても困難になってしまいます。
　「自分の好きな小屋を創る」は今回で 6回目と
なるワークショップです。内容は自分の好きな場
所を見つけ、そこに自分の好きな小屋のスケッチ
を描き、それを元に建築模型を作るというもので
す。このワークショップの目的は、日頃あまり考
えることのない、「自分の趣向」を知り探る手助け
をすることです。
　参加した子どもたちは最初、「好きな場所なんて
ない」といいます。そこで私は彼らに趣味、好き
なことや思い出など多角的に好きな場所に繋がり
そうなことを尋ねます。すると、だいたいの子ど
もたちは容易に好きな場所が見つけられます。いっ
たん好きな場所が見つかると後はトントン拍子に

　2012 年 12月 26日、子ども5名（男子４名、
女子１名）と大人 5名の参加で、NPO	EDGE事
務所で行われました。まずは参加者全員で、英語
の絵カードを使い、神経衰弱ゲームを行いました。
数字や文字を覚えるのもたいへんですが、図形も
楽では有りません。覚えていたはずが、引っくり
返すと記憶が飛んでしまいます。大人よりも子ど
もの方が短期記憶力を発揮して、多くカードを引
き当てました。ゲームは子どもたちにかないませ
ん。記憶力の悪さを再認識しました。ゲームの後
はケーキタイムです。店で販売しているケーキを
食べるだけでは面白くありません。用意したケー
キの生地にクリームと果物を載せて、クリスマス
ケーキを作りました。子どもたちはクリームを手
分けして塗り、盛り付ける手つきはけっして良く
ありせんが、ここは我慢です。ケーキが飾りつけ
られるまで、待ちました。おいしそうに盛り付け

　ディスレクシアの外国人、それも日本語を母国語
とする人への英語教授法はまだ確立していません。
　ネイティブの英語使いと違って日本語で育った
人は英語の音を聞き意味とつなげる力、自分の言
いたいことを英語らしい表現にして文章にして、
良い発音をする能力が足りません。その上アルファ
ベット26文字で複雑な音を構成する言葉や文章
の読みや書きとなるとディスレクシアでなくても
相当苦労があるはずです。
　エッジではアンジェラ・フレンチさんを教師に
お願いして日本で育ったディスレクシアの小学生
に英語を教えていただきました。文字を読み書き
する代わりに、自分の好きなこと、興味のあるこ
とを中心に、体験型、マルチセンソリー（多感覚
を使って）、いっぱいのゲームとご褒美をいただき、
時に英国大使館の庭で宝探しをしました。
　そんなアンジェラさんのことと、ディスレクシ

　2013年 1月 5日、子ども１名（男子1名）と
大人3名の参加で、NPO	EDGE事務所で行われ
ました。かるた用に少し厚手の紙を用意しました。
事前に紙の大きさを考えました。A4と B5の大き
さでは大きすぎます。名刺サイズだと小さすぎま
す。はがきサイズにすることにしました。ホワイ
トボードに書かれた「あいうえお」から５文字を
選び、絵カードと説明カードを作りました。例え
ば、「あ」はアイスクリーム、「い」はイカヤキ、「う」
は浮き輪、「え」は映画、「お」は王冠など、絵と
説明を考えながら、クレヨンで描いて行きました。
スマホや図鑑を調べて、頭と手を使って試行錯誤
するのは面白く、あっという間に時間が経過しま
す。アイデアを出すのは意外に難しく、大人の手
が進まなくなりました。うまく描こうと力んでい
ると先に進みません。ここは子どもに戻り、見栄
を捨て開き直りました。１人5枚ずつ作ったとこ

そこで何をしたい、どのような場所にしたいな
どと閃き、作業を始めます。
　出来上がった作品はひとつとして同じものは
ありません。これが人のかけ替えのなさです。
自分で考えた好きな場所を「形」にすること
で楽しく、自分を見つめ、結果としてこれが彼
らの生甲斐に繋がって行くのではないでしょう
か？	 （藤堂高直）

られたケーキを特別参加した女子高校生と男子
大学生が切り分けて、全員に配りました。最後に、
NPO	EDGEが用意したプレゼントを各自に渡
し、笑顔とともに解散しました。忙しい年の瀬、
ホッとできる一瞬でした。みんな元気になった
かな？	 （柴田章弘）

アの人への英語の親しみ方の本を作りたいと動
き始めています。一つは小さいながらもエッジ
で10回の英語クラブを開催しました。
※ 	2002年から数年ボランティアでエッジの英語を小学
生に教えてくださっていたアンジェラ・フレンチさ
んが亡くなりました。まだ50歳代でした。ご冥福を
お祈りいたします。	 （藤堂栄子）

ろで、机の上に並べてみると、25組のペアを
全部、乗せることができました。読み手を決め、
かるた取りをしました。４人とも同じくらいの
レベルで、なかなか決着がつきませんでした。
正月早々、大人も、子どもも一汗かいて、気分
を一新しました。	 （柴田章弘）
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 1 月 5 日 かるた大会（キッズ＆ティーンズクラブ）

 1 月 10 日 ズバッと解決LIVE-LSA
「講演会＆事例検討会」 

 1 月 19 日 講演会（星槎国際高校保護者会）

 1 月 20 日 映画上映会とトークショー

 2 月 3 日 第46回DX会

 2 月 6  日･ 7 日 就労支援コーディネーター研修

  2 月 12 日･13日 
  ･ 14 日･18日
  ･ 19 日･20日
  ･ 26 日･28日

第11回港区LSA「学習支援員」養成講座
（2013年度）

 2 月 22 日 映画と講演の集い（みなと障がい者福祉事業団）

 2 月 24 日 NPO法人エッジ総会と活動報告会

 3 月 13 日 講演会（豊島区保健福祉部）

 3 月 15 日 上映会＆講演会（武蔵野市）

最近の活動紹介

理　事
　藤堂　栄子
　堀口　順子
　山根眞知子

　緒方　明子
　上田　恭子
　大庭　亜紀

　吉田やすえ
　館野智恵子
　柴田　章弘

　高月　壮平
監　事
　星野　　巌
 敬称略

平成 25 年度役員候補者名簿

東京タワー  ※世界各地や日本各地でブルーライトアップが行われます。

厚生労働省、社団法人日本自閉症協会

国立特別支援教育総合研究所、全国自閉症者施設協議会、日本自閉症スペク
トラム学会、日本発達障害ネットワーク、発達障害者支援センター全国連絡
協議会

発 達 障 害 啓 発 週 間

日 時

会 場

主 催

共 催 

東京タワーブルーライトアップ企画（パネル作品展）

JDD ネットJDD ネット

2013 年 4 月 2 日（火）   18：30～22：15

2013 年 4 月 2 日～8 日

お知らせ 2013年 2月 6日、NHKのニュースウオッチ９でディスレクシアが紹介されました。�
http://cgi2.nhk.or.jp/nw9/pickup/?date=130206_1


