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ディスレクシア（Dyslexia）とは、知的能力及び一般的な理解能力に
特に異常がない LD（学習障害）の中でも、文字の読み書きの学習に
著しい困難を示す状態です。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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エッジの活動をご支援ください！

ディスレクシアのことを知ってほしい、わかってほしい！

EDGE は、２０１７年９月１４日に認定 NPO になりました。

「ディスレクシアって聞いたことある？」「読み書きが困難でもできることがいっぱいあるみたいよ」と周りの方たちに

お声掛けいただけませんか？そのためにサポーター（賛助会員）になっていただくと毎月発行のメルマガなどで最新

の情報をお送りします。各種講座などの優先ご案内をいたします。
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制作　NPO 法人エッジ

●三菱 UFJ 銀行六本木支店　普通１５９８５８８
　 EDGE ー II　特定非営利活動法人エッジ

●活　動（2021 年）ユニバーサルデザイン（UD）の考え方に

基づき、より多くの人へ適切に情報を伝え

られるよう配慮した見やすいユニバーサル

デザインフォントを採用しています。
７/１1 　　　ジョリーフォニックス講座

７/１８ 　　　LSA 養成講座（オリエンテーション、第１回、第２回）

８/１   　　　LSA 養成講座（第３回）

8/7   　　　第 66 回ディスレクシアセミナー

９/５   　　　ジョリーフォニックス講座

９/12      LSA 養成講座（第６回、第７回）

祝20周年　「ディスレクシアだから大丈夫！ - 味方の力で本領を発揮しよう‐」

8/29 　　　ジョリーフォニックス講座

LSA 養成講座（第４回、第５回）

9/19      第 67 回ディスレクシアセミナー

9/26      LSA 養成講座 ( 第 8 回、第 9 回 )

10/2       エッジ 20 周年記念イベント

10/3       ジョリーフォニックス講座

10/17     LSA 養成講座 ( 第 10 回、第 11 回 )

10/24     LSA 養成講座 ( 第 12 回、第 13 回 )

10/9       エッジ 20 周年記念イベント

BIZ+ 検索

03-3267- 1 378☎お問い合わせはこちら ▶

public-biz@morisawa.co.jp

1ヶ月 円3301 （税込） ～

UDフォント 43 書体
個人で使いたい放題！

55

※ ご利用には会員登録が必要です

字 字字字字字字
書き順通りに一画ずつ増やして表示TypeB

字 字字字字字字
書き順通りに一画ずつバラバラに表示TypeA

詳細は 筆順フォント の
YouTube配信をご覧ください部首や漢字の組み立てなどの教材活用に

新書体「UDデジタル教科書体 筆順フォント」

～あなたの思い・キャリアが子ども達の未来につながります～

＜翼学院青砥駅前校＞

TEL 03-5875-7283 (代表；葛飾に５校舎)

葛飾区青戸 2-2- 1（アクセス）京成線「青砥駅」下車すぐ
（受付時間）

オンライン
で在宅勤務
もＯＫ！

検索翼 学 院

ワ ンス トップ サ ポ ー ト
一 人ひ とりに ツバ サ を あ げ る

学習塾・障害児通所支援・高卒サポート・カウンセリング

お子さま、ご家庭、スタッフを大切にする証

日本でいちばん大切にしたい会社大賞
受賞企業で働いてみませんか

芸人・ナイツさん考案 つばさくん

※週１回１コマからOK ！１授業(80 分 1 :2 ) 2，0００円～

NPO エッジは 2021 年 10 月で設立 20 年を迎えました。
これまでいただいたご支援に感謝いたします。 おかげさまで “０” から始めた活動も少しずつ形に
なってきました。 来年 10 月まで、 これまでの道のりをまとめるとともに今後 10 年を考える 1 年に
してまいります。 ディスレクシアの人たちが味方の力で本領を発揮して社会で活躍できるよう、 各種
メディアを通じて啓発をして理解者を増やし、 オンライン講座や各種セミナーを通じて適切な支援が
できる人材を育成し、 本人のエンパワメントを通じて自分の一番の味方になって 「ディスレクシアだから
大丈夫！」 と言える社会を目指します。 イベントもいろいろと企画いたしますのでご参加くださいね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッジ代表　藤堂栄子

10 月はディスレクシア啓発月間

テーマカラーは赤です

SDGｓターゲット 4
「誰にも質の高い教育を」
ESD、インクルーシブな教育
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EDGEの活動EDGEの活動

http://www.npo-edge.jp/event-lecture/jolly-phonics/http://www.npo-edge.jp/event-lecture/dxseminar/

https://www.npo-edge.jp/support/lsa/ https://shop.npo-edge.jp/items/51115634

https://nishijimatoyohiko.com/

https://www.npo-edge.jp/support/audio-materials/https://www.npo-edge.jp/support/mooc/

9 月 5 日の 5 回目セッションでは 「ダイグラフ」 を

初めて学びました。 ダイグラフを認識できるようにな

ると英語がスムーズに読めるようになります。

今後、 新しく出てくるダイグラフにもどんどん慣れて

いきたいですね。

8 月以降の参加者に変化が出ました。 多数が初参加です。

小･中学生の保護者から医療 ・ 福祉関係･その他へ参加者

が代わりました。 質問も個人的なものよりも、 ディスレクシ

アについて、 詳しく尋ねられるようになりました。

●各種オンライン講座、 アセスメントと相談事業、 音声教材の提供とサポート、 ディスレクシア の交流会、 様々な活動を行なっております。 http://www.npo-edge.jp

ダイグラフを学ぶともっと読めるようになる

チャリティー絵画 「Flower Ball」 シリーズの売り上げ

の一部をご寄付いただきます。 ディスレクシアの人々の

サポートに充てます。 生命の煌きを 10 ㎝ ×10 ㎝角に

凝縮したうつくしい花の日本画作品です。

西嶋豊彦基金

「ＢＥＡＭ」を使って教科書を音声で学ぶ

より聞きやすく使いやすい音声教材ＢＥＡＭを求めて

（理科 ： １０月配信開始） 国語、 社会に加え、 中学校の

理科の教科書音声化に取り組んでいます。

「聞きやすい声は？　速さは？　内容の読み上げはどの程度？」

といったことを、 星槎中学校

のご協力のもと、 アンケートを

実施いたしました。 結果を反

映させてよりよいＢＥＡＭを目

ざしています。

単発講座受講生募集中です 10 月 10 日発売開始子どもの味方の「教え方」オンライン講座開始

ディスレクシアセミナーの参加者にやや変化

「アセスメントを受けると何ができる ?」

読み書きの困難さについて、家庭で

学校で・気づいて・支援して

LSA 養成講座 2021 ディスレクシアだから大丈夫！

西嶋プロジェクト
ZOOM で開催

DX セミナー ジョリーフォニックス講座

MOOC

https://www.npo-edge.jp/support/assessment/

今年は新しい講座が盛り沢山！ Peatixにて申込受付中。

アセスメントと相談
東京都福祉保険財団助成事業

音声教材 BEAM
文部科学省委託事業

連作 「フラワーボール」

　監訳 ： 藤堂栄子 （エッジ会長）　

　翻訳 ： 辻　佑子 （エッジ理事）

　翻訳 ： 成田あゆみ （もじこ塾代表）

　　原著者 ： B ・ L ＆ F ・ L アイディ

最近よく聞くDCD （発達性協調運動障害） って何？
〜不器用な子どもの理解と支援について〜
中井昭夫先生 （11/28 ）

Peatix 「認定NPO法人エッジ」
フォローをよろしくお願いします。

募集がかかるとご案内が自動的にいくようになります。
講座開始 30 分前迄、 お申し込み可能です。

中学校の理科のリクエスト

は申請フォームでどうぞ！

「読み書き障害」 では説明のつかないディスレクシアに

共通する「強み」を科学する本 「The Dyslexic Advantage
  ‒ Unlocking the Hidden Potential of the Dyslexic Brain」の

日本語訳 「ディスレクシアだから大丈夫～視点を変える

                                            と見えてくる特異性と才能」が

                                            金子書房より発売されました！

                                     売上の一部はエッジの啓発

                                     活動のため寄附されます。
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についての動画を配信中

東京都在住の⽅向け 全国の方向け

読み書きが困難のある LD/ ディスレクシア指導と支援を

わかりやすく、 第一線の講師陣でお送りします。

インクルーシブな教育の考え方から、 ディスレクシアのメカ

ニズム、 アセスメント、 国語、 英語の指導、 ICT の活用、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集団の中の対応が学べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子どもの困難さを軽減しつつ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本来の力が発揮できるような

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導支援ができる教員や支

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　援者になれるコースです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◉全 6 コマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月１日からPeatixにて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受け付け開始

                                              2022 年１月開講

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


