
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。

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ずきや学習の困難を示す症状のことをいいます。
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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

アポーグループは NPO 法人 EDGE の活動を支援しています。

●�ゆうちょ銀行�口座　00190－2－86061　NPO�EDGE
●�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
●�またはhttp://www.npo-edge.jp/about/donation/より

　　　DX会の本ができます！
　ディスレクシアの人たちが「自分らしく働いて幸せ
に生きる」をテーマにした本ができます。大人のため
のDX会がはじまって 10 年、イキイキと、個人本来
の良さを発揮できるようにと活動してきました。その
中から、たくさんの自分らしい職場でキラキラと輝い
ている人たちがいます。この本は、4人のDX会のメ
ンバーの体験談を中心に、藤堂栄子が自分らしく働く
ヒントを盛り込んだ１冊です。1部では、過去をふり
返りながら、自分の好きなこと、得意なことを探り、
自分がやりたいこと、出来る仕事を見つけていきます。
2部では、就活、職場でのアドバイス、そして、自分
らしく生きていくヒントが書かれています。

　日ごろより、NPO法人エッジの活動にご賛同いただ
きありがとうございます。6月に世界初アジア太平洋地
域ディスレクシアフェスティバル&シンポジウムを開催
いたしました。おかげさまで大変盛況となり、当初の目
的であるアジア太平洋地域のディスレクシアの人たちが
一堂に集まり共通の課題に取り組むことができ、啓発に
も大いに役立ちました。
　2020 年 に 岡 山 で 開 催 さ れ ま す WDF（World�
Dyslexia�Forum）に向けて大きな一歩となりました。今
後も毎年規模は小さくとも同様の試みを続けたいと思い
ます。つきましては活動への応援の形として右記までご寄
付をお願いいたします。
　せっかく、動き始めた機運に勢いをつけ、日本および
アジア太平洋地域のディスレクシアおよびすべての人が
教育を受けられるようにお力添えをお願いいたします。

NPO法人エッジ　藤堂栄子

ディスレクシア募金のお願い

12/26 と 27（子ども）、28（成人）開講予定。詳細はホームページジョリーフォニックス英語講座

誰にでもわかるディスレクシアの		
パネルディスカッション

　「ディスレクシアは僕にとってはギフトです。」ディ
スレクシアフェスティバルのステージでスポットラ
イトを浴びた才気溢れるリーさんは聴衆に向かって
語った。
　ディスレクシアは生きにくさのひとつであり、ディ
スレクシアの子どもたちには様々な配慮が必要であ
るという観点から彼らを理解していたが、リーさん
のコメントによって新しい見方ができた。他のディ
スレクシアの青年からも人生を謳歌している姿勢が
伝わって嬉しくなった。仕事柄、ディスレクシアの
子どもたちと接する機会が多い。今回のフェスティ
バルに参加して、支援している子どもたちや保護者
に希望を与える現実に立ち会えたことと開催に尽力
いただいた関係者の皆さまに心より感謝したい。
� 西崎伸彦

　発達障害の支援を考える議員連盟　事務局長高木
美智代議員、黒岩祐二神奈川県知事、竹田契一大阪
教育大学名誉教授、藤堂高直建築デザイナ―。
　ハワイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、
ニュージーランドそして地元日本からディスレクシ
ア本人をはじめ研究者、支援者、保護者が参加して
賑々しく開催されました。

オープニング
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7月

6日 第6回夜間DX会
18日 LSA養成講座

23日 第18回ディスレクシアセミナー＆
アナログゲーム

8月
3〜4日 ジョリーフォニックス講座

（子ども＆成人）
6日 第67回DX会
20日 LSA講座

9月
7日 第7回夜間DX会
10日 LSA講座
22日 第19回ディスレクシアセミナー

活　動		（2016 年）

10月
2日 LSA講座
8日 第68回DX会
23日 LSA講座

11月

5日 第20回ディスレクシアセミナー
11日 第8回夜間DX会
24日 平日ディスレクシアセミナー
27日 LSA講座

12月

10日 第69回DX会
11日 LSA講座
17日 第21回ディスレクシアセミナー

26〜28日 ジョリーフォニックス英語講座

アジア太平洋ディスレクシアフェスティバル＆シンポジウム 2016
2016 年 6月 11日、12日　神奈川県民ホール、ワークピアにて

※�はーとフェルトプロジェクトの一環でマッケンジー・ソープ氏によるロ
ゴを使用しました。
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Report from the EDGEReport from the EDGE

展示室「ディスレクシアの才能展
� 〜自分らしい輝き〜」

シンポジウム

大会議室のワークショップ

WDF2020

e-learning

支援機器展示

トークセッション

　マッケンジー ･ソープ絵画とともに、成人ディスレクシ
アの方々の作品が展示されました。陶芸、家具、写真、人形、
昆虫標本、絵画など見応えがありました。文字以外の表現
なら負けない人々は個性的でした。6/12（日）は自然素材
の絵具と筆を使って、紙に絵と字を描くワークショップで
した。朝からいろいろな方々が体験していきました。だれ
もがやり始めたら、はまります。紙に描かれた絵の周りで、
夢中になっていました。
� 柴田 章弘

　アジア・パシフィック地域のディスレクシア教育：最新動向
ユネスコアジア文化センター、アメリカ大使館、マレーシア、
インドネシア、ニュージーランドから各地の報告がありました。
ディスレクシア児に対する英語教育では言語の違いと英語の習
得についての討議がありました。
　理想の学校のセッションではハワイのアセット校の取り組み
などを中心に発表がありました。

　各ワークショップは、それぞれ当事者のお子さまや御家
族などターゲットや狙いが明確なため、各回参加される
方は明確な目的をもって参加でき、講師の側も実績豊富
な講師が行うため質の高い学びの環境が実現できていました。
会場では2つのワークショップが同時進行で実施されており、
展示も複数あったので、混乱が生じる可能性もありました。
しかし、統括するスタッフの指揮の下、ボランティアスタッ
フが役割をこなしスムーズな運営が行われていました。
　このような『質の高い学びの環境の提供』と『ボランティ
アの活躍』はディスレクシアを取り巻く困難な環境の中、長
年地道に活動を行ってきた皆様の成果だと思います。今回得
た学びを日々の活動に取り込み、お互いの成長を 2020 年に
また共有できることを楽しみにしています。
� 池本 修悟

　2020 年に第 5回WDFアジア太平洋地域の大会が開催予
定地である岡山からも参加がありました。
今回のイベントは 2010 年から開催されているWDF（ワール
ドディスレクシアフォーラム）の機運を高めるために開催され
ています。
　アジア太平洋ディスレクシアフェスティバル＆シンポジウム
2016 のガイドブックは、以下のホームページよりダウンロード
できます。
http://www.npo-edge.jp/wp-content/themes/
npoedge/pdf/APDF2016_Guidebook.pdf

　「読み書きの困難を持つ子
どもの支援をする」教師向
けの eラーニングコース
コースを構築したジェニー・
トムソンさんからコースの
概要についての講義があり
ました。
　NPO法人エッジではコー
スの内容を現在日本語化し
ています。
Supporting�children�with�difficulties� in� reading�and�
writing
https://www.coursera.org/learn/dyslexia-difficulties

 　藤堂 栄子

　既存の機器から開発中の機器、デジタルから立体模型アナ
ログから先端技術まで展示され、多くの親子や支援者が触発
されていました。またワークショップで若い当事者と開発者の
トークもありました。

　今回、宮崎県から高校 2年の息子と参加させていただき
ました。
　息子は、読み書きで苦労してきた経験を生かして 3つの
トークッセッションに参加させていただきました。
　「僕たちの理想の学校」では、マレーシア・インドネシア・
シンガポール・ハワイ・ニュージーランド・日本、国際色
豊かで個性豊かな皆さんと同時通訳で意見交換するという、
田舎の宮崎ではありえない場面！
　どうなる事かと心配しましたが、本人はいたって冷静に
意見を述べていて驚きました。「ステージの上の皆が自分に

自信を持っていて刺激になった、視野が広がった！」と熱
く語ってくれました。
��私が聴いていて感じたのは、海外の皆さんが「ＤＸ」は自
分の中の１つの部分でしかなく、素晴らしいギフトで祝福
すべきことであると強く発信していたことです。こんな素
晴らしい信念の元で育つ子ども達は幸せだと思いました。
　日本でも、社会的障壁をなくすために、ギフトを授かっ
た本人・試行錯誤に寄り添ってきた家族・支援者たちがポ
ジティブな啓発をする事は重要な事だと思いました。

辛島 育代

Africa
Theme: dyslexia and abilities

Asia
Theme: dyslexia and global citizenship

ミス日本みどりの女神　飯塚帆南さんが華を添えました。

＊はーとフェルトプロジェクトの一環です。

僕たちの理想の学校
本人たちからはそれぞれの学び方
と能力に即した多様性のある学習
の場とその選択肢が大切であると
の意見が出ました。

横浜市協賛ディスレクシア疑似体験


