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アジア太平洋
ディスレクシア・フェスティバル 2017

2017 年 10 月にアジア太平洋ディスレクシア・フェスティバル 2017 を開催しました。
国内、及びアジア各国からのゲストを迎え、本人のライフストーリー、シンポジウム、支援機器の展
示ブース、ディスレクシアの才能展、ワークショップを行いました。
台風にも関わらず盛況となり、2 日間で 400 名弱の総来場者数となりました。
「暖かい気持ちになった」
「会場と一体化できた」「楽しみながらディスレクシアのことが学べた」等
のお声をいただいています。
メッセージは、一人一人が好きなことや強みを見つけ、才能を輝かせる！ことです。
そのためにはディスレクシアの正しい理解と、啓発は欠かせません。
2018 年暮れにはバンコックでセッション、東京でフェスティバルを開催する予定です。また新たな
メンバーが加わりますのでお楽しみに。

企画・コーディネーション担当 藤堂亜美

（国際交流基金・日本財団助成事業）
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動  （2017 ～ 2018 年）

2日 第75回DX会

2月

12日 第15回夜間DX会
13日 第32回ディスレクシアセミナー

24日 第76回DX会
25日 総会/認定NPO法人祝賀会
17日 ジョリーフォニックス復習･活用講座

14日 LSA講座
シンポジウム：実践的な日本語の読
12日
み書きへの支援（案）
第33回ディスレクシアセミナー /
18日
ジョリーフォニックス復習･活用講座

3月

24日 第1回DX会サバイバル
28日 第34回ディスレクシアセミナー
30日 上映会+ワークショップ
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Report from the EDGE

ジョリーフォニックス講座

山下

桂世子

EDGE さんでディスレクシアを持つ子ども向

教科書の 60 ～ 70％ほどが読めるようになりま

けのジョリーフォニックス講座も 2018 年で 3

す。英語が苦手という思いを少しでも減らし、読

年目になります。本年度は「小学生高学年」とす

める喜びを体験してほしいと思っています。

でに学校で英語を学んでいる「中学生」に分けて、
講座を開催いたします。小学生には中学校へ行く
前に基本の綴りと音を学習することで、基本的な
英単語が読み書きできるようにし、
「英単語を読
もう、書こう」という姿勢を持ってもらいたいと
思います。中学生は、すでに英語の授業が始まっ
ているため、基本の綴りだけではなく、さらにそ
の上の綴りまで学びます。ここまで行うことで、

DXセミナー

藤堂 栄子

ディスレクシア入門編で毎月開催している DX

ますが、アンケートではほとんどが満足、大満足

セミナーですが、毎回 10 名弱の方の参加を得て

とお答えいただいています。

います。ディスレクシアの人たちが輝いて生きて
いける社会はどんな社会？という内容で、ディス
レクシアの基本から支援の方法、ディスレクシア
で活き活きと暮らしている方たちのことなどをお
話ししたうえで、１時間ほどのフリートークの時
間を設けています。保護者、本人、支援者、プレ
ス関係者、企業の方などが参加していただいてい

DX会報告

柴田 章弘

夜間 DX 会は参加者が集まらず、存亡の危機を

マンぷらざ・集会室で開催予定です。

感じておりました。第 15 回夜間 DX 会の参加者

以上、新たな出発となります。皆様、ご支援よ

で、今後の存続を話し合いました。成人ディスレ

ろしくお願いします。

クシアの人々が自由に意見交換できる場は他にな
いので、廃止しないで欲しいという強い要望があ
りました。２つの取り決めをしました。
①夜 間 DX 会の例会を昼間に移します。奇数月
（1,3,5,7,9,11）の土曜 ･ 午後に開催致します。
従来の DX 会は偶数月、今までどおりアウトド
アで活動を継続します。
②名前を DX 会の本来の目的から DX 会サバイバ
ルと改正します。次回の第 1 回 DX 会サバイ
バル（旧夜間 DX 会）
は 3/24
（土）
15:00、
ヒュー
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BEAM（音声教科書）
文字を読んで理解することがなかなか難しいけれど、聞けば理解できるという子どもたちのために作成している音

声による教科書教材です。小・中学校の国語、社会を中心に作成しており、無償で提供しています。学校現場では、
通常の学級で、通級指導教室で、特別支援学級、特別支援学校等で活用されています。音声だけなので扱いやすく、
身近な器機を使って手軽に聞くことができるので、勿論家庭学習としても大変多くの方々に利用されています。個々
の学校や先生方だけでなく、教育委員会単位で導入してもらう方向で広報活動を推進しているところです。

（上田恭子）
（文部科学省委託事業）

MOOC 教員向け

無料オンラインコース

ロンドン大学のディスレクシアに関する講義の日本語訳を、オンライン講座として無償で提供しています。内容は
英語話者のディスレクシアに対する理解と支援が中心ですが、日本における英語指導に生かせるヒントがたくさんつ
まっています。なぜ、日本人が英語を学ぶことが難しいのかということへの気づきは、日本の子どもたちのディスレ
クシアへの理解と支援に大変役立ちますので、こうした子どもたちに関わる先生方にぜひ学んでいただきたいコース
です。なお、講義の内容を日本語に訳したテキストも販売しています。
（上田恭子）
現在、NPO 法人エッジでは MOOC で教員向けに無償で受けられる e-learning コースを開設する準備をすすめてい
ます。ディスレクシアとは何なのか、気づき、効果的な支援方法、合理的配慮と ICT などを網羅する予定です。教員の
方たちに理解を深めていただき、より多くのディスレクシアの児童が適切な指導を受けられ、活き活きと学校・社会で
活躍してくれることを目標に取り組んでおりますので、楽しみにしていてくだい。 （小林マヤ）
（日本財団助成事業）

プレス報道から
▼テレビ放送
1/24（水）8:15
NHK テレビの「あさいち」で、読み・書き・計算の
困難さのある子ども達への支援のあり方というよう
な形で、特集番組が放映されました。

放送が国際放送でも流されます。エッジから藤堂と
年清さんが出演しました。ネット（NHK WORLD）
でも見ることができます。
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/
videos/20180131150705030/

▼ OTON GLASS がテレビとラジオ番組で紹介
2/3（土）
BS-TBS「夢の鍵」17:30 ～ 18:00 の 30 分間
DX 会のメンバーも出演しました。

▼ラジオ放送
2/2（金）
NHK 横浜の FM 放送「横浜サウンドクルーズ」
（ＦＭ 81.9 夕方 18:00 から神奈川、東京の放送）

2/6（火）11:05
NHK 横浜支局が OTON GLASS について特集した

2/6（火）
ＮＨＫジャーナル（Ｒ 1

LSA（学習支援員）養成講座

夜 22:00 ～全国放送）

入門コース（8 コマ 4 時間）はいつでも受講できます
http://www.npo-edge.jp/work/lsa/becomelsa/

2017 年度の講座が 1 月に修了しました。一部ですが、参加した皆様の声をお伝えします。
●発達障害について実際にどのような支援ができるかを学びました。最後には、実際の事例へと発展し、現

場に出た時にもすぐに実践できるよう充実した講義内容で大変学ぶことの多い講座でした。

●講師陣が素晴らしく、全て興味深い内容でした。自分自身の考え方も変わり、仕事、家族への対応におい

ても変化したと思います。

●支援の概念が変わり、具体策を持てるようになりました。
●当事者である方々の生の声を伺うことが出来ました。
● ICT

を使った支援など、最新の支援の方法を学ぶことが出来ました。

●毎回、気づきがあってハッとする内容でした。
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（大政

佐恵）

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。

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。
ディスレクシア募金のお願い
日ごろより、
認定 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。
「アジア太平洋ディスレクシア・フェ
スティバル 2017」を昨年 10 月に開催いたしました。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下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。
認定 NPO 法人エッジ



藤堂栄子

◦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 1598588
EDGE- Ⅱ 特定非営利活動法人エッジ
◦または http://www.npo-edge.jp/about/support-us/
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