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●活　動（2021年） ●活　動（2022年）

11/7  　　　ジョリーフォニックス講座

11/14  　　　LSA養成講座(第14回・15回)

11/21   　　　第69回ディスレクシアセミナー

11/28   LSA フォローアップセミナー

　　　LSA養成講座(第1６回)

　　　LSA養成講座(第1７回)

12/5   

　　　 第70回ディスレクシアセミナー12/19     

12/1７    

子どもの味方を増やそう

12/4  　　　 第92回DX会

ジョリーフォニックス講座

1/２２      

1/16      

1/４    

ジョリーフォニックス講座

読み書き困難指導・支援講座（第 1 期）

1/2３

第71回ディスレクシアセミナー

2/20 第72回ディスレクシアセミナー

LSA 養成講座（修了試験）

2/23       総会

20年間の読み書きの困難があるLD（学習障害）特にディスレクシアを中心とした発達障害
への支援ができる人材育成に対して2022年11月に東久邇文化褒賞をいただきました。

●エッジの人材育成講座がますます充実

●エッジでは読み書きの困難さや発達障害の持つつらさは

適切な理解と支援ができる「味方」がいることで相当軽減でき

ると考え、啓発とともに「人材育成」を活動の柱としています。

●全てオンライン及び ラーニングでの受講となりました。

いつでも、どこでも自分のペースで学べる、実践的な講座です。

●常にリニューアル、アップデートして最新の情報を第一線の

講師陣から学べます。

 LSA（学習支援員）養成講座

主に通常学級にいる発達障害などによ
り学習への取り組みが困難な児童生徒 
への支援を理論、法律から実践的な支
援まで半年かけて学びます。

リニュ
ーアル

●入門コース 
4 月 1 日より全面的リニューアル！

●本コース 
元祖、 伝統のコースです。 7 月から

日本財団助成事業、博報賞受賞
文科省ガイドラインに掲載

入門コ
ース

 読み書き困難指導・支援講座

読み書きの困難への支援を理論から
実践までを学べます。

リニュ
ーアル

読み書き困難指導 ・ 支援講座に

名称変更となりました。

受講のチャンスは年に３回！

日本財団助成事業
2021年6月までFISDOMのコース

○1 月 4 日よりエッジ直運営で開講中○

テキスト販売中『子どもの味方の教え方』

旧講座名　MOOC ロンドン大学
『読み書きの困難がある子どもの支援』

英語の読み書き困難への支援を理論
から実践まで具体的に学べます。

ロンドン大学の講座です 

各講座お申し込みは

認定NPO法人エッジ

日本財団助成事業
Coursera コースを日本語訳

コース

テキスト販売中

『英語の読み書き困難への支援』



EDGEの活動EDGEの活動

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

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

ディスレクシアセミナーで、 新しく学ぶ人々が増えています。

読み書きが苦手なだけで、 適切な支援をすれば、 社会に

役立つことを理解していただければ、 最高です。 そして、

やがてはともに活動する人材になることを期待します。

●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。

中学校理科の提供と動画の配信が始まりました！

現在、 国語と社会、 中学校の国語、 地理、 歴史、

公民が提供されておりますが、 新たに中学校理科が

加わりました。 HP にてご確認ください。

また、 BEAM のお役立ち動画も完成！

是非ご覧ください。

子どもの能力を引き伸ばす支援ができるようになる

初めてディスレクシアを学ぶ人々

その意欲と可能性

DX セミナーでエッジの

「相談・アセスメント」を詳しく解説

ZOOM で開催

DX セミナー

読み書き困難指導・支援講座

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

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

中学校理科のリクエスト

は右上の QR コードから

申請フォームでどうぞ！

Youtube エッジチャンネル

!"#$%&'()

!"#$%&'()*

+,

１月に行われました DX セミナーで、 エッジで行っている

「相談 ・ アセスメント」 について詳しく解説しました。

その時の動画をご視聴いただけます。

     動画視聴はこちらから

気づいてほしい読み書きの困難

子どもの味方の 「教え方」 e ラーニング講座

2022 年第 2 期
（4 ～ 6 月）

受講生募集中

読み書きが困難であるということとは？ 困っている子ども

への気づき、 アセスメント、 指導・支援にあたっての心構

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え、 ICT の活用、 英語の指

                                      導、 支援など幅広い内容と

                                      なっております。 子どもに読

                                      み書きを教える教育関係の

                                      方はもとより、 教員を志して

                                      いる方、 保護者の方も是非

                                      ご受講下さい。

お申込みは 3/1 ～ 

QR コードからどうぞ
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http://www.npo-edge.jp/event-lecture/jolly-phonics/

https://npoedgelsabasic202201.peatix.com https://www.npo-edge.jp/educate/mailmag/

https://npoedge.peatix.com/view

https://www.npo-edge.jp/event-lecture/dx/

1 月 16 日にジョリーフォニックス講座の最終日を迎え、

４２音および短 ・ 長母音を学び終え、 ひっかけ単語の

一部も紹介しました。 いつも笑顔が絶えない楽しい講座

でした。 受講した子供たちが 「英語は楽しい」 と感じて

くれたことを願っています。

●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

参加した小学生、中学生は

立派に発音を習得しました 第92回 DX会は 12/5、 一年ぶりに野川公園で開催

されました。 男 4人、 女 1人の参加で開催されました。

久しぶりに顔を合わせ、 ディスクレクシアの情報交換を

しながら、 楽しみました。 成人ディスレクシアの仲間が

元気で就労していて、 安心しました。

DX 会一年ぶりに再開しました

LSA 入門コース　全面的にリニューアル エッジの講座、イベントは PEATIX から

メールマガジンの登録をお願いします

LSA 養成講座 PEATIXへ登録を

DX会ジョリーフォニックス講座

通常学級などにおける発達障害等への支援をする人たち

必須のコースです。 理論、 心構え、 手法やお役立ち情報

までeラーニングで自分のペースで学べます。

エッジでは、 各種講座・イベントのご案内、 申し込みの

受付を PEATIX で行っております。 PEATIX 登録後

【認定NPO法人 EDGE】 のフォローをお願いします。

お申し込みは 3/1 から　

～ Peatix で受付中～

• DX セミナー　　　  • 子どもの味方の教え方 

• LSA 入門コース　  • LSA 本コース

• その他各種イベント

• 毎月 10 日にメルマガを発行

• 恒例のメスタ ・ シバタの独り言

• 面白イベントや新刊のご案内など

　毎月お届けいたします



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。

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。

●ゆうちょ銀行　口座００１９０−２−８６０６１
   NPO EDGE

EDGE５８　　号　　　　　 ２０２２年　2月２５日発行／発行 認定 NPO 法人エッジ

東京都港区芝４−７−１ 西山ビル４階／ Tel.03-6809-4465

http://www.npo-edge.jp ／ E-mail:edgeinfo@npo-edge.jp

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

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。


