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仮認定NPO
　ついに仮認定NPOとして認証を受けました。
2001 年からの活動ですから 13年目にしてやっ
と認められたことになります。私たちエッジの活
動が 100％公益であると認められたことになり
ます。皆様からの信託をしっかりと受け止めて活
動を進めたいと思います。
　今まで通り、ディスレクシアに関する啓発、支
援とネットワークを推進していく所存ですのでよ
ろしくお願いいたします。
　皆様にはこれまで以上の応援をお願いしたいと
思います。エッジでは 2014 年度後半を応援強
化期間として毎月一回ずつイベントを下記の通り
企画してまいります。参加していただくと同時に
ご寄付をお願いできましたら幸いです。

●７月 11 日から 21 日
　�　藤堂高直君の一時帰国を機会に大阪と東京
で子どもたちとの建築ワークショップ、親子漫
談をいたします。

●８月９日（土）
　�　ディスレクシアの画家、マッケンジー・ソー
プ氏の絵画ワークショップとティーパーティー
を行います。

●�９月以降も下記の企画を考えております。
　お誘いあわせの上ご来場ください。
1）�本邦では未公開のインドの映画「Like�a�star�
on�earth」の鑑賞会と本人トーク

2）英国の学校のディスレクシア支援視察報告
3）日本におけるディスレクシアへの合理的な配慮
4）仮認定NPO祝賀パーティー
� http://www.npo-edge.jp
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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ず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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 成人ディスレクシア本人の工夫 藤堂　高直
Personal Story

第53回･第54回 DX会

　成人してからは様々な社会との関わり方を模
索できます。故に、ディスレクシアの当事者は
可能な限り己の能力を最大限発揮出来る環境を
意識する事が大切でしょう。
　日本の職場では未だにディスレクシアに対す
る理解が少ないのが現状です。苦手な仕事もそ
つなくこなせなくては一人前とは呼ばれない場
合が多々あります。私は色の着いたフィルター
を用いることで読む速さを改善したり、打合せ
の録音とメモを連動させるアプリを用いること

　4／ 26（土）、第 53回DX会は、小石川植物
園で行われました。男6人、女2人の参加でした。
今回はハイキングも兼ね、現地で昼食を食べる予
定でした。昼食後、今日のリーダーF氏の先導で、
温室に入り、見どころを説明してもらいました。
その後は 1時間ぐらい個人に分かれ、園内にあ
る一番好きなものを探し、集合場所に戻り、お絵
描きワークショップをしました。
　6／ 7（土）、第 54 回 DX 会は多摩動物園で
行われました。大雨の中、男４人、女４人も集ま
りました。２時間ぐらい、動物を観察した後、お
絵描きワークショップをしました。今回の題は「自
分の飼いたい動物」でした。誰一人として、同じ

で議事録作成を円滑に行うような工夫をするこ
とで対応してまいりました。
　現在、私は国外で働いております。職場での
ディスレクシアに対する理解は深く、私の苦手
な作業は基本的に任されません。その代わりに、
私が得意とする仕事を積極的に提案し、こなし
ております。また、作業効率を高めるために、
昼休みに 15分程度の仮眠を取る事で集中力を
持続したり、作業中に音楽を聴く事で周りの騒
音を遮断するという工夫もしております。

動物を飼いたいと思っていないのが、意外でした。
自分で描いた絵を説明しているうちに、参加者の
プレゼン能力が向上してきました。

ディスレクシアの男の子を
　　　　　主人公にした小説  登場

神田　茜�著／株式会社集英社　
定価 1200+税
http://renzaburo.jp/bokuno

「ぼくの守る星」

▶パーソナルストーリー

本の
紹介
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りぼんネット　代表理事　田坂美代子
「サポーター養成講座」の受講生が障害児通所支援のスタッフに

　第 1期「発達障害児支援のためのサポーター養成講座」の開催は、
2007 年でした。たまたまネットで「エッジ」の取り組みを知り、
藤堂さんに突然の電話で協力要請をしました。以来、何度か藤堂
さんに明石市（兵庫県）までお出でいただき、講座は 2010 年、
第 4期まで開催しました。30 時間の講座の修了生は、100 名を
超えています。
「児童福祉法」の改正で「放課後等デイサービス」が新設される
と知り、2012 年から「障害児通所支援」に取り組み始めました。
スタッフ 14名のうち受講生が 11名で、ハローワークに職員募集
することなくスタートしました。高い志と熱い心で、日々子ども
たちと向き合うことができるのは、「養成講座」があったればこそ
と感謝しています。

　学習支援員による様々な支援は、「言葉」を通して行われることが
多いですね。中心となる先生の説明や指示の言い換え等の他にも、
その合間の承認・賞賛・励まし、また制止・注意、といった言葉か
けも頻繁に行われ、実はこれ、結構大事だという実感があります。
シンプルな、わかりやすい言葉はもちろん基本ですが、自尊心に働
きかけるような言葉かけが意外と効果をあげます。少し大げさなア
クションで「難しいから無理だと思ってたのに！」「さすが、○年生」。
　また「○○はダメ」ではなくて、「○○しようか。」「○○した方が
いいよ。」などの言い換えにも気を付けます。子どもは一人一人違う
ので、その子によって一番効き目のある言葉をあれこれ工夫して探
すことも、ちょっとした楽しみです。

音声教材 Beam

BEAM（音声化した教科書）

光村図書小学校国語全学年／中学校教育出版国語／
中学校三省堂国語／帝国書院中学校公民／
帝国書院中学校歴史
http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials/

▶各地の LSA 活動

▶LSA 実践の工夫

学習支援員の

ちょこっと
工夫❶
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4月

2日 東京タワーライトアップ
9日 黒岩祐治神奈川県知事とランチ
10日 三島市市議来訪
14日 神田茜さん来訪
16日 絆の会(就労)
17日 市毛さん(就労の本)
26日 第53回DX会

5月
16日 社会保障審議会障害者部会
23日 女子美で講演
25日 2014年度LSA講座開幕

6月

7日 第54回DX会
8日 JDDNET総会
11日 絆の会
12日 看護師協会講演

14〜15日 秋田講演
19〜22日 ソープさん(沖縄、東京)

28日 田口研講演

7月

4〜7日 JDDNET大会　北海道
12〜13日 発達性ディスレクシア研究会		池袋
20日 LSA講座
21日 建築ワークショップ

活 動 報 告

仮認定を取得しました !!
　仮認定NPO法人制度に基づき、このたび仮認
定を受けました。
　当協会は、３年以内にサポート会員（3,000 円
以上の寄附者）を年平均 100 人達成するなどし、
「認定NPO法人」を目指しています。またNPO
法人エッジへのご寄附やサポート会員会費は、仮
認定NPO法人への寄附となり、税制上の優遇措
置が受けられます。

賛助会員　一口　3,000 円から
ご 寄 付　おいくらでもけっこうです。
ご 購 入　マッケンジー ･ソープ氏絵はがき
� 1,080 円（税込み）
振 込 先　銀行▶�三菱東京UFJ 銀行六本木支店
� 普通　１３９９１９０
� 特定非営利活動法人エッジ
� 郵便振替口座▶�00190-2-86061
� NPO��EDGE

ご 寄 付 の お 願 い

マッケンジー・ソープ氏 来日
　マッケンジー・ソープ氏が生まれて初めて沖縄は名護療育
園にて絵画展とワークショップを催しました。
　2005年にNHKの福祉チャンネルで泉川理事長がソープさ
んのことを知り、絵をお求めになり療育園に飾ってくださって
いて、そのあと3年目に学会で藤堂がお目にかかった時に名
刺にソープさんの絵柄を使わせて頂いたことから、今回のイベ
ントにつながりました。私たちが行う一つ一つのことがどこか
でつながって素晴らしいことが起きるのだと感動しました。
� （協力：株式会社ギャルリー江夏）

お待たせいたしました。
好評で品切れでしたソープさん
の絵はがきの新しいバージョン
も来日に合わせて作成すること
ができました。
●�一部 1,000 円（10 枚） ＋ 80 円（税）
10 部以上の場合はご相談ください。

絵はがき

アポーグループはNPO法人 EDGEの活動を支援しています。


