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8月

1日 第61回DX会
2日～ 8日 イギリスディスレクシア視察旅行

11日 第11DXセミナー ･k＆Tクラブワークショップ
22日 LSA講座（大阪）
29日 LSA講座（宮崎）

9月
12日 LSA講座（広島）
16日 第1回夜間DX会
20日 LSA講座（札幌）

活　動��（2015 年）

10月
3日 第62回DX会
10日 LSA講座（宮崎）
18日 第12回DXセミナー

11月
4日 第2回夜間DX会
8日 第13回DXセミナー

12月
5日 第63回DX会
6日 第14回ディスレクシアセミナー

　エッジにとっての「合理的な配慮」の原点はこ
の学校における数々の支援と調整です。ここで、
本来の力を発揮する術を学びました。その精神
は 15年経っても変わっていません。ただ、一人
ひとりの凸を強みにというよりは、凸を使って普
通に戦えるようにという風に方向転換しているよ
うにも見えました。ケンブリッジ大学の中にある
息子が通った CATS	College	Cambridge は新
しい校舎に移ったばかりです。以前は町の真ん中
のラウンドチャーチのすぐ横で、大学のUNION
を使っての講演会（ブライアン ･メイとスティー
ブン ･ホーキンズ）を大学生と一緒に聞いたりし
ました。学生の 30％位はディスレクシアがある
と言われ、Aレベルの試験に備えていました。イ

ンターナショナル
スクールというよ
りは一人ひとりの
センスに合った教
育や指導、取り組
み方や教科を提供
してくれました。
　今は、学生のほとんどが外国人（アジアや東欧）
であり、新しい校舎は宿舎とつながっています。
外国人は全員がディスレクシア状態（読み書きの
困難がある）なので教授法はディスレクシアフレ
ンドリーであることには変わりません。年齢相応
の内容をわかりやすい簡素な英語で学べる工夫が
なされ、インクルーシブな取り組みがそこここに
されています。
　一クラス平均 9名、担任が一人ひとりの状況
を認識して学びやすいよう工夫をして、教科担任
が科目の履修に必要な配慮をし、スキルをほどこ
します。それでも授業に、ついていくのが厳しい
場合に学習支援の担当者が検査を行い、個別の計
画を立てます。実際の国家試験で、配慮をしても
らった生徒は 10％程度という話です。検査をし
たのは 400 名中 45 名だそうです。こちらでも
イノベーションという言葉が聞かれました。

イギリスの学校訪問
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DX会に夜間コースができる
　6/14( 日 )･ 第 60 回 は「ザリガニ釣り」、
8/1( 土 )･ 第 61 回「陶芸教室 ･小泉牧場でアイ
スクリームを食べる」、10/3( 土 )･ 第 62 回「旧
岩崎邸 ･上野公園を探索」は数人から 10人ぐら
いの参加で行われました。11年目を迎え、参加
者が自主的に企画し、たいへん盛り上がりました。
9月から以前から希望があった夜間DX会を開催
することになりました。既存のDX会は偶数月
に、夜間DX 会は奇数月、平日の夜、18:30 か
ら継続中のワークショップを開催する予定です。

近隣で働いてい
る成人ディスレ
クシアの人々が
出席しやすく、
元気が出る話題
を中心に進めま
す。9/16( 水 )、
18:30 から第 1回夜間DX会が開会されました。
仕事帰りに、8人の参加者が来場し、ワークショッ
プを楽しみました。

成人ディスレクシアと ICレコーダー③� 柴田 章弘　
　セミナーや講演会に参加するとき、話を聴きながら、メモをとらなければなりません。ディ
スレクシアの私は同時に二つのことを行うのが苦手です。極力 ICレコーダーで録音して、後
で聴くことにしています。収録音を聴くことで理解しますが、数字、カタカナ用語、同音異議
語等の細かい所につまずきます。数回、該当箇所に戻って聴いても、聴きとれないことがあり
ます。しばしば、聴くことを諦めました。最近の ICレコーダーには「早聞き遅聞き」機能と
いうものがあり、再生のスピードを調整することができます。「遅聞き」にして半分ぐらいの
速度なら耳がついて行けます。

早聞き遅聞き機能が便利な
VN-722PC

オリンパス株式会社

カナダに渡り生きがいを見つける� 溝井 英一朗
Personal�Stor

y 第2回／全2回

　高校 2年後半から3年にかけて自身の進路
を考える際に、親からカナダへ留学でもしてみ
れば、と軽く提案されました。聞いた瞬間「そ
の手があったか！」と稲妻が走り、留学を決心
するまで時間はかかりませんでした。逆に日本
の大学入試に対しては、ディスレクシア等の発
達障害のサポートがあまり受けられないことへ
の不安もありました。

　今現在カナダで働いている私ですが、将来
的には日本に帰って仕事をしようと考えていま
す。私の出身地、川越は今、東京オリンピック
に向けて、まさにこれから盛り上がっていく所
です。川越や発達障害者支援を支えるいろいろ
な人達と力を合わせ、私も一緒に頑張って行き
たいと思っています。

▶パーソナルストーリー⑳
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▶Q1.�イベントの満足度

「支援員養成講座」宮崎会場
　今年度から宮崎会場を運営する「スマイルクラブ」です。よろしくお願いいたします。
　宮崎では 6月 13日に「LSA記念講演会」を開催し、定員 30名のところ 55名の参加があり、遠く
は鹿児島県や大分県からもお越しいただきました。
　受講者は、保護者が一番多く次いで福祉関係、学校、医療、行政と、幅広い方々が関心を寄せています。
　アンケートには「子どもの事をよく理解することが重要で、それをどう幸せな人生につなげていくの
かが心をうちました。」「工夫例をシェアできたら、学校内でも多くの選択肢をもって合理的配慮を提供
できると思った。」等の声がありました。
　6月 23日に LSA基礎コースを終え、8月 29日から発展コースが始まりました。次回はその様子を
お伝えします。

音声教材 BEAM
BEAM( 音声化した教科書）内容が分かるようになったと評判です。
無償配布しています。
現在使用可能な教科書
▼小学校	 国語（光村、東京書籍、但し教育出版は小４年のみ）
	 社会	（東京書籍、教育出版）
▼中学校	 国語（光村）
	 地理、歴史、公民（東京書籍）	
	 地理、歴史（教育出版）	
▼高　校	 生物基礎　（東京書籍）
★新規アップロード（10/8 現在）
▼小学校	 国語	 教育出版　2年上（全て）
	 	 東京書籍　1年下（P77まで）　6年（全て）
	 	 光村図書　1年下（全て）　　　
	 社会	 東京書籍　3.4 年下（全て）

▶Q2.�印象に残ったキーワードと理由
（キーワードとして多く挙げられたもの）

・	初めてわかったことがたくさんありました。
・	自分がやってきたこと、考え方など、まちがっ
ていなかったと思えたこと、確認できたことが
あったので。
・	私は自分のことをもっと知りました。
・	親子でセミナーに参加できたこと。そうだそう
だと自分もあてはまることが多く、我が子のこ
ともより理解できた。
・	全く知らないことでしたが、とても分かりやす
かった。疑似体験は印象に残りました。

・具体的で大変わかりやすかった。
・	いろいろ新しい知識が得られました。明るい気
分になれました。
・現在の情報を知ることができた。
・具体的で理解しやすかった。
・	情報源、ディスレクシア支援方法など全般に渡っ
て聞くことができた。
・	具体例があって分かりやすい。解決する方法
（困ったこと）がわかる。

▶各地の LSA 活動（宮崎）　第1回／全3回

ディスレクシア
セミナー

アンケートから
見えてくること

❷

無回答
不満
やや不満
普通
満足
大変満足

不満
0％やや不満

2％普通
7％

満足
37％

大変満足
51％

無回答
3％

http://www.npo-edge.jp/
work/audio-materials/

スマイルクラブ　辛島 育代

満足度 人数
大変満足 31
満足 22
普通 4
やや不満 1
不満 0
無回答 2
全体 60



ディスレクシア（Dyslexia）とは……

知的には問題がなく、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づ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月に設立・認定され、活動しています。
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※�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
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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「エッジ基金」として、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。

3,000 円以上おいくらでも

寄付先非営利団体として登録されました。

マッケンジー・ソープ 絵はがき	1,000 円
（１組 10枚／消費税・送料は別途申し受けます）
（絵はがきの売上は 1000円全額が「エッジ基金」に繰り込まれます）

ご��寄��付

かざして募金

ご��購��入

歳末募金
のお願い

※�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。


