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APDF2020 スピンオフイベント

Youth in Asia（アジアの若者たち）

6 月 6 日（土）11 時から本来だったら岡山に参集するはずのアジアの若者たちとのセッションをオン
ラインで開催しました。ディスレクシアに限らず困難な状況を力に変えて暮らしている人たちからエー
ルをもらいました。文字や言葉が違っても使えなくても、ボディーランゲージや映像に変えて工夫して
いくことで凌ぐことや問題があっても持ち前のクリエイティビティ―で切り開くなどの工夫やアイディ
アを共有出来ました。
「２E（twice-exceptional）
：ディスレクシア当事者の才能を活かす」
「これからのアジア太平洋におけるインクルー
シブ教育と ESD」に登壇予定の
Somkiet Siyangvongsar - Monk Obee（Keep Helping Each Other - Laos）
Bianca Tan (Early Childhood specialist - Singapore)
Dick Yong (Venture Capitalist - Malaysia)
藤堂高直（Chulalongkorn University Professor - Thailand）
スぺシャルゲスト：
末田 航（シンガポール国立大学スマートシステム研究所リサーチフェロー）
ホスト：藤堂亜美（認定 NPO 法人エッジ）
藤堂栄子 (APDF 実行委員会委員長）

APDF（2020）

※ ご利用には会員登録が必要です

読み書きに困難さのある子どもの中には
書体によって ストレスが 軽減される場合があります
「UDデジタル教科書体」は 子どもたちのヒアリング
を基に作られたノイズの少ない教科書体です
子によって感じるストレス

日程：2021/5/8（土）5/9（日）
場所：岡山コンベンションセンター
名称：APDF2020

筆を押し付けた形状
先端のとがった形状

線の太さの強弱が大きい

（アジア太平洋ディスレクシアフォーラム 2020）

お問い合わせはこちら

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

活

永永

三省堂の小学辞典
「国語辞典」
「漢字辞典」
にも採用されました

UD デジタル教科書体

BIZ+

プログラムの内容の大きな変更はありません

6月

1 ヶ月 300 円（税抜）〜

子どもたちが 書体にストレスを抱えていませんか？

延期になりました

5月

UDフォント 43
43 書体
個人で 使いたい放題！

▶

検索

☎ 03-3267-1378

public-biz@morisawa.co.jp

動 （2020 年）

26日 第53回DXセミナー（zoomで）

7月

17日 第54回DXセミナー（zoomで）
20日 第89回DX会

8月

1

12日 LSA講座開始
21日 第55回DXセミナー（zoomで）
26日
ジョリーフォニックス講座
2.9日
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DXセミナー

LSA（学習支援員）
養成講座

ディスレクシアセミナーの近状について

ＬＳＡ−Learning Support Assistant−（学

スメントについて 1 時間のレクチャーと、1 時

スだけではなく、本コースもオンラインで受講

習支援員）養成講座は、今年度から入門コー

ディスレクシアセミナーでは、擬似体験とアセ

ができるようになりました。初回は 7 月 12 日

間の対話形式で理解を深めています。子育て

（日）から、日程など詳細はＥＤＧＥホームペー

や教育に関するステレオタイプな考えから、少

ジをご覧ください。

しずつ視野を広げることで、得意なことを活か

した幸せな人生を生きることを、イメージしてい
きます。
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https://www.npo-edge.jp/event-lecture/dxseminar/

ディスレクシアに
関するご相談

G

小学校から大人まで、本人、保護者、支援者、
教育関係者どなたでもオンラインですので遠
方や体調で動けない方からもご相談いただけ
ます。

ご相談内容はディスレクシアなんだろうか？
学校とどう話したらいい？効果的な学習方法
対策？仕事場でどうする？など多岐にわたり
ます。
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WISC などの検査をしても一人一人の読み書き
の困難さにどのように対応したらよいかなかなか
わかりません。読み書きの特徴を簡易的に検査を
して、それを元に本人、保護者が理解を深め、本
人が学びやすい学習方法や支援・指導の方法を
見つけるための一助として「簡易アセスメント」を
実施しています。
読み書きのスピード、流暢さ、正確さなどを検査
してそれを元にそれぞれにあった学習方法や効果
的な変更や調整の方法を提案いたします。学校で
も活用が進んでいます。
費用：20000 円（まず、相談をされ、そのあと必要に
アセスメント検査、意見書 を含みます。
東京都在住の方は都の助成金により10000 円で
受けられます。

https://www.npo-edge.jp/support/assessment/
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読み書きの
簡易アセスメント

応じてアセスメントを受けることをお勧めします）

一時間 5000 円
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https://www.npo-edge.jp/support/lsa/
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は？「合理的な配慮」について、進路や受験

詳しくは
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東京都福祉保健財団】令和２年度子供が輝く東京・応援事業
https://shop.npo-edge.jp/items/27677448
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BEAM（音声教材）

H

教員・支援者向け
オンラインコース
読み書きが困難な児童生徒への支援が包括的
にわかるコース

ＢＥＡＭ制作は、
３月からテレワークで制作・

子どもの味方の「教え方」
〜気づいてほしい読み書きの困難〜
読み書きが困難な児童生徒へのアプローチを心
構えから、メカニズム、アセスメントの重要性、
ICT を使った支援、教科学習、UD な学級運
営までを網羅しています。

前年より伸びが早い

申し込み対応をしております。

ＩＣＴ教育が見直され始めた今、登録者数は
です。

今年度は、外国につ
ながりのある子ども

Q

たちも視野に入れ、

https://www.npo-edge.jp/support/mooc/japanese

英語学習における読み書き困難への支援方法
を学ぶ
ロンドン大学のコースに日本語字幕を付け、テ
キストもわかりやすいように作成しました。
https://www.npo-edge.jp/support/mooc/english

音声教材の活用促進
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をしていきます。

《文部科学省委託事業》
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https://www.npo-edge.jp/support/audio-materials/
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2020年３月の
ジョリーフォニックス講座
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DX会（大人のあそび場）
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コロナの中、工夫をしての講座となりましたが、

第 88 回 DX 会は東京、新小金井の野川で行わ

意識が変わっていく様子が見え、3 日目の最後

人が、川に入りました。獲物は小さなエビしか

「英語苦手」から「できるかも」と子供たちの

には cosmetic やcoconut などこれまでに習っ

れました。川岸から獲物を探し、網を持って二
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の活動

見つかりませんでした。食材になる物は捕獲で

たことのない文字でも読めるようになりました。

きず、食べるのは次回になりました。

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

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

npo-edge.jp）
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Report from the
ディスレクシア (Dyslexia) とは、知的能力及び一般的な理解能力などに特に異常がない

Edge vol.53 60×80
LD（学習障害）のなかでも、文字の読み書きの学習に著しい困難を示す状態です。

2020.05.08

MIU

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。

2017 年 9 月 14 日に認定 NPO になりました。
●LD（学習障害）の原点と最前線を学ぶ

LDの「定義」を再考する
一般社団法人 日本LD学会 監修
小貫 悟・村山光子・小笠原哲史
A5判・152頁

編著

本体 1,900円＋税

●発達障害・特別支援がわかるシリーズ、最新巻！
●

柘植雅義 監修

ハンディシリーズ
発達障害支援・特別支援教育ナビ

LDのある子への学習指導

適切な仮説に基づく支援
A5判・108頁

本体 1,300円＋税

柘植雅義
小貫 悟

監修
編著

☎ 03-3941-0111㈹ FAX 03-3941-0163
URL https://www.kanekoshobo.co.jp

アポーグループは認定 NPO 法人 EDGE の活動を支援しています。

EDGE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！
ディスレクシアのサポーター（賛助会員）になりませんか？
ちょこっと「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
◦三菱ＵＦＪ銀行六本木支店 普通 1598588
EDGE- Ⅱ 特定非営利活動法人エッジ

EDGE53号 2020年 6月25日発行／発行 認定NPO法人エッジ

東京都港区芝3-6-5 KS芝公園ビルⅡ／ Tel．
03-6435-0402 ／ http://www.npoedge.jp ／ E-mail : edgewebinfo@npo-edge.jp ／制作 株式会社信英堂
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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UDデジタル教科
書体を使用しております

