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ＢＥＡＭの普及啓発
　BEAM は小学校１年から中学校 3 年までの国
語と社会の教科書の本文部分を音声化したもの
です。人工音声ですがとても聞きやすいものに
なっています。EDGE のホームページからお申
し込み頂けますのでご活用ください。

　簡単、軽い、使いやすい、手に入りやすい。
　正しい日本語の発音とイントネーションで学べ
ます。
　読めるようになるというよりは「物語の流れ」

「読解」に適していると考えています。これまで
使用していただいた学校からは通常学級の中で落
ち着きのない子が使うことによって学級全体が落
ち着いた、という報告を受けています。また、授
業の始まりに使うことで（必要のない生徒は黙読、
20％の生徒がイヤホンで 8 分聴取）終わりの小

テストの結果が 20点ほど上がっています。これ
は文部科学省が示す基盤整備の一つではないで
しょうか。先生方、保護者のみなさま、これは手
帳を持っていなければ手に入れられないものでも
ないですし、診断が下っていなければ使ってはい
けないものでもありません。ぜひご活用を！

● BEAMの普及活動を精力的に始めています
　EDGE が文部科学省から委託されて全国 47 都
道府県の教育委員会を対象に行っている推進事業
です。また新たに日本財団から助成金を受けて、
EDGE 独自の活動として、関東圏はもちろんの
こと、沖縄の宮古島から北海道まで BEAM 普及
活動を展開しています。

（日本財団助成事業）
（文部科学省音声教材等普及推進事業）
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ディスレクシアは、発達障害の中の一つです。
ディスレクシアは知的には問題がないのに、読んだり書いたりすることがうまくできません。
少し時間をかけたり、一人ひとりに合った助けがあれば、
一人ひとりが輝く才能を発揮できます。
エッジは、ディスレクシアに対する正しい認識の普及と、
さまざまな支援を目的としたNPOとして活動しています。
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特 徴

名古屋星槎中学校の通常学級での取り組みについて発表
宮古島の小学校で 18名の担任、通級担任、特別支援学
級担任などへ BEAM の説明
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 「建築ワークショップ」を見学して 
カナダ・グェルフ大学　河野さつき

Personal Story

第55回DX会報告

　去年から「LD の社会的影響」というテーマで
研究している関係で、勉強のため、エッジのイ
ベントを見学する機会をいただきました。参加
者は 10−15 歳の子ども達。ファシリテーター
は建築家の藤堂高直さん。「屋根はある？」とか、

「風は入る？」などの質問を通じ、 参加者一人
一人と対話し、創りたい建物のイメージを膨ら

　第 55 回 DX 会は女 3 人、男 8 人の参加で、
港区のヒューマンぷらざで行われました。10 年
間、続いてきました。参加メンバーの顔ぶれを
見て、お題のレベルを上げ「長く続けたいこと」
としました。「生き物図鑑編集」「 紙芝居」「フラ
ダンス」「合気道」「上方落語」と多彩でした。
　後半は 10 年目の総決算として「DX 会ででき
ること」をお題にして意見交換を始めました。動
物園、植物園、自然公園に出かけ、料理、陶芸、
落書き、ザリガニ釣り等のワークショップをす
る提案が有りました。参加者主体で、会が運営
されるようになり、ますます今後が楽しみにな
りました。第 56 回 DX 会は 10/4（土）、同場
所で行いました。

ませられるようにサポートします。スタッフは、
素材を切りやすいように押さえたり、聞かれれ
ばやり方を提示したりします。でも指示は出し
ません。どんな旅をして、どんな場所にたどり
着くのかは、本人が決めるー「子ども達の主体
性を大事にする」というエッジの活動の姿勢が
良く伝わってきました。

ディスレクシアの
天才マジシャンが主人公のマンガ

3 年ぶりの最新単行本が出ました。
杉本 亜未／株式会社講談社　
定価 562 円 + 税
http://morning.moae.jp/lineup/345

「ファンタジウム ８」

▶パーソナルストーリー

本の
紹介

⑱
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ディスレクシア協会 名古屋代表　吉田優英
「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

　2009 年に NPO 法人エッジからエンパワートを受け、名古屋市で、子ども支援室カシオペアと協働

で「特別支援教育支援員の養成講座」を主催しています。この 9 月には第 10 回目の開催に至りました。

現状を３回シリーズでご報告させていただきます。当方が養成講座をスタートさせた翌年の2011年に、

名古屋市に「発達障害対応支援員」が制度化されました。4 年間で、徐々に増員されて現在、54 名の方

が活躍されています。そのうち約 45％が当方の養成講座修了生です。昨年より、支援員として仕事を

されている方を対象に、月 1 回、スキルアップ講座をスタートし、後方支援も始めました。お蔭さま

で修了生が順調に育っています。エッジには、感謝申し上げます。

　直した方がいいと思われるような行動に対して、「やってみせる」こ

とが効果をあげることもあります。自分のふるまいって、案外気づか

ないもの。「今の君は、こんな風だったよ。」と動作で、ちょっと大げさ

にユーモラスにやってみせると、本人も笑ってしまったりして、すん

なり気づくこともあります。行動ばかりではありません。ある支援員

さんは、鏡を持って「今、君の顔は、こんな顔」と、腹を立てて怒って

いる表情を、自分で気づかせたそうです。

　ただ、信頼関係がつくれていないと、馬鹿にされたと逆効果になるこ

ともありますね。でも、自分の姿を客観的に見ることって、大人でも難

しいことがありますから、こういう気づかせ方も大事かもしれません。

音声教材BEAM
下記の教材が掲載されています。
ご利用は、エッジホームページから申請してください。
http://www.npo-edge.jp/work/audio-materials

平成 25 年度版
▼小学校 
　国語 / 光村図書　1 ～ 6 年
　社会 / 東京書籍、教育出版　5，6 年
▼中学校
　 国語 / 光村図書　1 ～ 3 年
　地理 / 東京書籍
　歴史 / 東京書籍、帝国書院
　公民 / 東京書籍（日本国憲法）

平成 26 年度版
　平成 25 年度版に加え、
▼高校
　生物基礎 / 東京書籍

▶各地の LSA 活動（名古屋）②

▶ LSA 実践の工夫

学習支援員の

ちょこっと
工夫❷



Report from the EDGE

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丸ゴシック・12級以上の書体を使用しております

EDGE 36号／ 2014年10月25日発行／発行（仮）認定NPO法人エッジ／東京都港区芝3-6-5 第2佐山ビル／ Tel．03-6435-0402 ／
http://www.npo-edge.jp ／ E-mail : edgewebinfo@npo-edge.jp ／制作 株式会社信英堂

8月

4日 目黒区教育委員会研修
5日 北海道芽室町講演
9日 チャリティーパーティー
16日 ＤＸ会
23日 宮崎ＬＳＡ講座
25日 埼玉県鴻巣市人権講演

9月

2日 柏市小学校講演
7日 川崎ＬＳＡ講座
9日 ＢＥＡＭ研修
10日 名古屋ＬＳＡ講座
20日 世田谷げんき講演
21日 カウンセラー講演
26日 文科省ＢＥＡＭ講座
28日 横浜ＬＳＡ講座

10月

1日 横浜中学校講演
2日 沖縄ＢＥＡＭ普及
3日 宮古ＢＥＡＭ普及
4日 宮古ＬＳＡ講座/郡山講演
4日 ＤＸ会
5日 港区ＬＳＡ講座
10日 文科省ＢＥＡＭ講座愛知
18日 三島講演
18日 ディスレクシアセミナー
21日 慶応日吉講師
24日 文科省ＢＥＡＭ講座大阪
25日 大阪ＢＥＡＭ普及

27日〜31日 ハワイディスレクシア視察旅行

11月

8日 国立リハビリテーションセンター講演
9日 川崎ＬＳＡ講座
11日 文科省ＢＥＡＭ講座宮城
16日 宮崎ＬＳＡ講座
17日 鹿児島ＢＥＡＭ普及
18日 福岡ＢＥＡＭ普及
22日 ディスレクシアセミナー

23日、24日 日本ＬＤ学会にて発表

12月

9日 日野市講演
13日 港区ＬＳＡ講座
20日 ＤＸ会
23日 ディスレクシアセミナー
25日 パイロットクラブ

活　　動 あたたかいご支援をいただき、ありがとうございます。

　いつもご支援をくださる個人の方、企業・団体の皆様、本当にあ
りがとうございます。
　この１年間でいろいろなご支援をいただいた皆様のお名前を、こ
の誌面で掲載させていただきます。誌面の都合ですべての皆様のお
名前をご紹介することができませんことをご了承ください。また個
人の方のお名前は、これからのご支援に際しましてお名前の掲載の
ご了承をいただいた上で、掲載をさせていただくようにいたします。
引き続きあたたかいご支援をお願い申し上げます。（掲載は５０音順・敬称略）

●寄付でご支援をいただきました。
公益財団法人パブリックリソース財団、NPO 法人ローズリング
かのや、日本財団、株式会社アイメトリックス、港区教育委員会、
文部科学省、株式会社ギャルリー江夏、公益財団法人フィラン
ソロピー協会、東京南ロータリークラブ
●その他でご支援をいただきました。
　アポーグループ、港区立障害者保健福祉センター

アポーグループはNPO法人EDGEの活動を支援しています。

　皆様からのご寄付やご支援は、ディスレクシアの正しい
認識の普及と教育的なさまざまな支援のために使われま
す。皆様のご支援のもとで行われるエッジの活動に、ご理
解ご協力をお願い申し上げます。

ご 寄 付　3,000 円からおいくらでも
　　　　　 11 月から　寄付先非営利団体として

登録されます。
ご 購 入　 マッケンジー・ソープ 絵はがきセット

1,000 円
　　　　　（1 組 10 枚／消費税・送料は別途申し受けます）

※ エッジは平成 26 年度に（仮）認定特定非営利活動法
人の認可を取得いたしました。これによりエッジへ
の寄付は、所得控除か税額控除のうち有利なほうを
選んで、税金の控除を受けられるようになりました。

ご 支 援 の お 願 い

かざして募金


