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Ⅰ NPO 法人ニンジンの草の根事業について 
1．はじめに 

               NPO 法人ニンジン理事長 城 良二 

 私たち NPO 法人ニンジン（以下 ニンジン）*1 は、2003 年の設立以来、モ

ンゴルの障害児を支える活動をしてきました。その活動のひとつは、日本で使

われなくなった障害児用の車イスをモンゴルの障害児に届ける活動です。モン

ゴルの障害児が家の中に閉じこもることがなく、外に出て活動してほしいから

です。また、年に 1 回程度、医師、理学療法士、教師等が、モンゴルに渡航し

て診察と指導を行って来ました。 

このように少しでもモンゴルの障害児の環境が良くなるように活動してきま

したが、残念ながらモンゴルでは、障害児をどのように育てるかということが

あまり理解されず、十分な対応ができていませんでした。そこで、私たちは、

障害児の親に障害児をどのように育てるかを勉強してもらい、合わせて障害児

にかかわる人々にも勉強してもらうことにしました。 

そして 2016 年 9 月にこの JICA 草の根事業が始まりました。JICA の事業委託

を受けた資金を元に、ニンジンの草の根メンバーが目標に向かって努力して来

ました。2019 年 8 月に３年間の事業が終了し、さまざまな成果を生むことがで

きました。 

私たちが支援した障害児センター（サインナイズとゲゲーレン）では、障害

児に対し継続的に活動することができるようになりました。これには一緒に活

動してきた多くのモンゴル人メンバーの熱意と努力がありました。改めてメン

バーの方々に感謝の気持ちを伝えたいと思います。 

最近、モンゴルでも障害者に関する法律が整備され、リハビリの専門家が少

しずつ増え、障害者に対する意識も向上しています。これにより障害児を支援

する環境も良くなることが期待されますが、小児のリハビリに関しては、まだ
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これからだと感じています。日本では、高木憲次先生（1888～1963）が、「科

学を総動員して障害児を育てる」という「療育 ryouiku」の概念を提唱し、現在

では日本中にこの言葉が浸透し、どこでも障害児に対応できるようになってい

ます。今後、モンゴルでもモンゴル人が主体となって、障害児を支える環境を

整備し、障害児が生き生きとした充実した生活が送れるようになることを期待

します。この記録が障害児を支える人々の参考になれば幸いです。 

2．プロジェクトメンバー紹介 

担当 名前 

プロジェクトマネージャー 梅村 浄        （小児科医） 

療育担当 諸石 真理子      （理学療法士） 

教育担当 野口 陽子       （元養護学校教員） 

就学前教育担当 吉野 直子（旧姓 松本） （幼稚園教諭・保育士） 

セミナー担当 城 良二         （整形外科医） 

経理担当 鈴木 茂 （元国立リハビリテーションセンター部長） 

文章整理担当 江田 由貴子（旧姓 堤） （作業療法士） 

 
 

 
2016 年 9月 親の会本部事務所にて 2019 年 12月 JICA東京本部にて 
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3．支援した障害児センター 

支援した 2 つの障害児センターは、ウランバートル市街の周辺地区にありま

す。2014 年に障害児の親がリーダーとなって、近隣の障害児と家族と一緒に、

活動を始めていましたが、障害児をどのように育てるか、手探りしている状態

でした。 

 

■ ゲゲーレンセンター  ■ サインナイズセンター  

ウランバートル市チンゲルティ区 ウランバートル市バヤンズルフ区 

  
リーダー: 

オヤンガ・ツェベーン  ジャミヤン・アルタントゥルフール 

Facebook:*2 Facebook:*3 

Chingeitei Gegeelen Tuv Сайн Найз 
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4．事業の経緯について 

JICA 草の根技術支援事業プロジェクトマネージャー         梅村浄 

  
(1)事業を始めた時期のモンゴル障害児と家族のおかれた状況 

ニンジンが草の根事業を開始した 2016 年はモンゴル政府が障害者権利法を制

定し、2020 年までの 4 年間で、障害児・者があらゆる場面で社会参加する施策

に取り組み出した時期と重なりました。障害児の教育については、限られた数

であっても公立幼稚園への障害児の入園を義務付け、2019 年秋からは公立小学

校への障害児の全員入学を義務付ける法律を制定しました。 

 
事業開始の一年前から JICA の障害児のための教育改善プロジェクトも実施さ

れており、ウランバートルの 2 つの障害児センターの親たちはモンゴル社会の

変化を感じつつ、現実の子育ての不安と将来への希望を持って我々を迎えてく

れました。 

 
この事業では脳性麻痺児の家庭療育をモンゴルに根付かせることを一つの柱と

しました。モンゴル国立医科大学に理学療法学科が 2007 年に設置され、2018

年までに 147 人の理学療法士が卒業しています。大学の教育課程では成人のリ

ハビリテーションに関する内容が殆どで、事業が終了した 2019 年以後小児の

カリキュラムが編成されました。 

障害児・者を巡る環境が過渡的な時期に、私たちがウランバートルの 2 つの

障害児センターの親子と共に実践した経験を、皆さんに伝えて、今後の活動に

役立てていただければ幸いです。 

 
(2) 草の根事業の始まり 

草の根事業のメンバーは 2016 年 9 月にゲゲーレンセンター とサインナイズセ

ンター訪問をスタートとして、2019 年の 8月までの３年間、合わせて８回モン
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ゴルに渡航しました。2 週間程度滞在して、2 つのセンターの親子に障害を持

っている子どもの家庭療育の方法と、算数の学習指導を行いました。また、７

回の渡航時には、親の会セミナー（対象は主にモンゴル障害児親の会の親た

ち）、療育関係者養成セミナーと実習（脳性麻痺児の療育に携わる理学療法士

や看護師、教員等）、家庭医・看護師セミナー（第一次医療に携わる家庭病院

の医師と看護師）を実施しました。 

2 つのセンターのリーダーは、障害を持った子どものお母さんです。我が子の

ことはもちろん、集まって来たお母さん達に「小さい頃からその子にあった育

て方を知ってほしい」との希望を持って私達を迎えてくれました。 

 最初、多くの親たちは日本の専門家に「治療」を期待していました。医師が

診察すると、度々「うちの子は治りますか？」と質問されました。日本では脳

性麻痺は医療で治すことは難しい障害ととらえています。 

 「この子にあった療育や学習の方法を覚えて、家庭で毎日やりましょう」 

「そして幼稚園、学校に通わせましょう」 

と話をして、3 年間の活動をサポートしました。親たちが納得できるまでに

は、しばらくの期間が必要でした。 

 草の根事業のメンバーは 3 年間、8 回の渡航滞在中、センターに通ってく

る親子に、療育、算数、保育、読み聞かせの指導を行いました。 

理学療法士は脳性麻痺の子どもの親に、家庭で親が療育を行う方法を教えまし

た。元特別支援学校教員はその子が取り組める算数の計算問題を作成して渡し

ました。保育士は集団保育の指導として、（後半 2 回の渡航の機会に）家庭で

使える手作り教材を紹介しました。JICA 海外青年協力隊員として、ウランバー

トルにある障害児親の会で働いた経験を持ち、モンゴル語にも堪能で通訳なし

で直接、親子への保育指導ができました。 

この他に、モンゴルで出版されている絵本を寄付して、センターで読み聞かせ

を実践しました。その経過と内容はⅡ章 草の根チームの実践記録 をお読み
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下さい。 

センターでの指導やウランバートルでのセミナー・関係機関との話し合いでは 

2 人のモンゴル人現地補助員に通訳をお願いしました。彼らは日本人が気づか

ないモンゴルの人々の生活や文化の違いを伝えてくれました。モンゴル人の多

くが利用している Facebookを活用しました。2 つのセンターの活動をその都度

アップしてもらい、日本からもセンターの活動を知ることができました。ま

た、渡航時にセミナーを行う時は、Facebookにポスターをアップして広報活動

を行いました。*2 *3 

草の根事業が始まってすぐ冬になりました。真冬には-25℃になるウランバー

トルでは、皆が集まれるよう暖房が必要です。ゲゲーレンセンターはホロー

（町役場）に交渉して石炭と石炭夫を獲得し、サインナイズセンターは庭に大

きいゲルを建てて石炭ストーブを燃やして集まりました。翌年からは、国際

NGO ワールドビジョン・モンゴルの援助で建物内に暖房を通すことができまし

た。 

理学療法士と教員が渡航時に、その子にあったプログラムを作成して、家庭で

親が行うように提案しました。加えて毎週親子がセンターに集まりました。療

育グループは脳性麻痺児のための体操やその子にあった個別プログラムを実践

する時間を持ちました。算数グループは宿題の計算プリントを見てもらい、新

しいプリントを持ち帰りました。しかし、お母さん達は仕事を持っている人あ

り、他の子たちの世話に忙しい人ありで、なかなか家庭で継続的にプログラム

を実践する時間がとれません。療育や指導方法がわからない時に気軽に相談す

ることができないので、月に１回スカイプで日本とセンターをつないで、親達

と話をしましたが、渡航時のように一人ずつていねいに説明と方法を伝えるに

は限りがありました。子どもたちの成長を実感するには、根気強い積み重ねと

時間が必要ですが、それがまだ見えてこない一時期、センターに集まる親子の

数が減って来ました。 
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(3)草の根の日活動 

 この状況を打開するために、ニンジンチームが渡航した時に、ミニセミナー

を開いて、理学療法士と教員から１年間行なってきた活動の意義と方法につい

て親たちに説明した後、親たちと現地補助職員も加わって率直な話し合いを持

ちました。そこで、2017 年の秋から毎週土曜日に、親子が集まって、「草の根

の日」の活動を始めることが、決まりました。 

 療育グループ、算数の学習グループに分かれて活動しました。療育プログラ

ムには母子活動としての体操と運動遊びを行い、算数の学習は大きなテーブル

に小中学生が集まって行いました。草の根事業の現地補助員２人が、月に 1 回

参加して草の根の方法を伝えるパイプとなり療育、教育の内容をサポートしま

した。看護師のオユンゲレルさんは療育方法を具体的に教えました。日本の大

学教育学部を卒業したチメゲーさんは、読み聞かせと算数を担当しました。二

人の間で役割分担が行われるようになりました。また、数名の親たちに謝礼を

支払って参加してもらいました。そうすることで親たちの間に責任感が生ま

れ、元教員のお母さんが算数学習を担当し、脳性麻痺児のお母さんが中心にな

ってグループ体操を行いました。 

 午前中の活動後は給食当番のお母さんが作ったランチを一緒に食べます。草

の根の Facebookにアップされたバンシ（小さい餃子）いりスープやツォイワン

（焼うどん）やサラダの写真は、見るだけで食欲をそそるものでした。事業ス

タート時の JICA 申請予算には含まれなかった当番のお母さんへの謝礼金やラン

チ代を工面するため、経理担当者と話し合い、ニンジンとして費用を負担しま

した。 

 ランチの後は絵本の読み聞かせや自由遊びをします。クリスマスに、サイン

ナイズセンターでは、皆が愛読した「大きなかぶ」の劇を上演しました。 

 JICA の事業支援に支えられつつ、日本の療育センターのように保育士や教

員、理学療法士、調理士などの専門家がいないところで、親たちは楽しみなが
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ら共に障害児の子育てを行えるようになりました。 

 
月に 1 回、食事をしながら親の集いを開きました。お父さんたちも加わって情

報交換や障害児・者をめぐる学習会をし、普通学校に通う障害児の学習評価の

不備について行政に申し入れを行なったこともありました。子ども達も参加し

て、騒音計で計って一番大きな声を出した勝者は商品がもらえる大声ゲームの

動画が Facebookにアップされました。子どもを遊ばせるというより、大人の本

気度と熱気が伝わって来ました。 

2 つのセンターが位置するゲル地区は、近年の気候変動でゾド（寒害）やガ

ン（旱魃）のため牧草を確保できないため遊牧が成り立たず、首都に移り住ん

だ家族が住んでいる地域です。障害児を育てている家族が草の根事業をきっか

けに知り合い、情報を交換し、社会に働きかける拠り所として機能し始めたこ

とがうかがえました。 

 2019 年 8 月に草の根事業が終わってからも、2 つのセンターで毎週土曜日

の草の根の日が継続されました。 

 
(4)ボランティアの支援 

 草の根の日以外の週日は、それぞれのセンターにボランティアが来て活動を

していました。 

 サインナイズセンター はスペシャルオリンピックスのサッカーチームを作

り、毎週青年達が集まって練習し、2017 年 3 月にアジア予選出場を果たしまし

た。ゲゲーレンセンターではこの事業が始まる前から来ていた子ども宮殿の先

生が絵や工作の指導を継続しています。 

 寒い冬でも暖かいセンターには障害のあるなしにかかわらず、近所の子ども

達が自然に集まって、活気のある毎日を過ごすようになりました。 
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(5) 3つのセミナーと療育関係者との連携 

2 つのセンターの子ども達に関わる療育関係者を育て、広く療育の知識と方法

をモンゴル人に伝えるために、親の会セミナー、療育関係者セミナー、家庭

医・看護師セミナーを開きました。整形外科医、神経内科医が専門の医学分野

の講義をしたこともありました。 

参加者からは「障害児を指導するための新しい知識をありがとう」「地方に来

てぜひ、セミナーをして欲しい」など、好評を得ました。遠方ではヘンティ

県、南ゴビ県、ドルノド県からの参加もありました。 

モンゴル人療育関係者が２センターの脳性麻痺の子どもたちに関わる場を作る

ために、３年間、理学療法士を擁する国立リハビリテーションセンター、第 10

幼稚園（障害児センター）や、労働社会保障省の事務次官に交渉して来ました

が、資格のある理学療法士を両センターに派遣するまでには至りませんでし

た。モンゴル理学療法士協会に働きかけて、2018 年 10 月から、モンゴル医科

大学理学療法学科 4 年生の学生が、ボランティアとして草の根の日に訪問活動

を行うようになり、2019 年 5 月にはニンジンから修了証を授与しました。子ど

もも親も若い学生との活動を喜び、学生は「私達はこのセンターの子ども達と

出会って、良い経験をしました。卒業後の仕事にこの経験を生かしていきた

い」と話してくれました。 

 
(6) 草の根事業の成果と今後 

本事業のカウンターパートであるモンゴル障害児親の会本部のセレンゲ会長か

ら「ニンジンプロジェクトは『この子は長生きしない』と諦めていた親が、我

が子は社会に参加できると気付かせる役割があった」との評価をもらいまし

た。あるお母さんは、3 人目に障害のある子どもが生まれた時に「教育費は、

すべて上の 2 人に使おうと考えた」けれど、「ニンジンの活動に参加して考え

が変わった」と話してくれました。現在は、幼稚園から小学校に上がった末っ
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子の将来に希望を持って育てています。 

3 年間の事業期間に、モンゴル国の障害児・者政策は進んできました。教育福

祉へ回す予算が少ないため、実情は追いついていませんが「ウチの孫は幼稚園

に入る権利がある」と、一人のおばあさんに相談された時に、モンゴル国の障

害児・者を取り巻く風向きの変化を実感することができました。 

センターの親子に次のような変化がありました 

モンゴルでは「脳性麻痺を治療する」という考え方で伝統医療を含む、様々な

治療が行われて来ました。母子センターはモンゴルで唯一の産婦人科と小児科

総合医療センターですが、脳性麻痺児への物理療法（温熱、電気）やマッサー

ジ、針治療に重点が置かれており、療育という考え方は取り入れられていませ

んでした。2007年にモンゴル国立医科大学に理学療法学科が設置され、2018年

までに 147 人が卒業したことは先に触れました。子どもへのリハビリは国立母

子センター、第 10 保育園で既に行われていましたが、草の根事業期間には 

国立リハビリテーションセンター、区立病院、国立医 科大学病院でも実施され

るようになりました。 

短い限られた時間に親は子どもを外来に連れて行き、理学療法士に委ねて「治

療」してもらう考え方でした。 

ニンジンチームは脳性麻痺を「治療」するのではなく、発達を促す運動や保育

遊びを通して、日常生活を豊かにする方法を提案しました。専門家に治療して

もらうのではなく、親達は家庭で日常的に実践するようになりました。 

草の根事業の最初に「治らない」と言われて落胆したお母さん達も、草の根の

日の活動を通じて脳性麻痺は「治す」のではなく「家庭療育しながら育てる」

ことを体得し、周りの親達に広めていく展望を持つようになりました。 

草の根の日活動に参加している学齢児の内、8 割が普通学校、または特別支

援学校に通っています。特別支援教育を必要とする子どもに対して、その子の

理解に沿った指導をする必要があります。 
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算数の計算問題を学習して来た子どもは、それぞれの進み方で、熱心に取り

組んでいます。「勉強は面白い？」という質問に対して、子どもから「なぜそ

んな質問をするの？」「当たり前じゃない」「勉強って素敵！」という意外な

返事が返ってきました。 

ニンジンから合計 100冊余りの本を２センターに贈りました。子どもが絵本

の読み聞かせを喜ぶ姿を見て、親も絵本の役割に改めて気づき、家庭でも読み

聞かせの時間を心がけるようになりました。また、日本独特の文化である紙芝

居を紹介して、みなで集まって楽しみました。お父さんの一人が紙芝居の舞台

を作ってくれました。 

親が子どもに、大きい子が小さい子に読み聞かせる姿が日常的になりまし

た。読み聞かせが、年齢を問わず、障害を持っている子にも持っていない子に

も、豊かな世界への扉を開くことを実感する貴重な経験となりました。 

サインナイズセンターでは、広く地域の人々に呼びかけて絵本や本を集め、

図書室を開きました。 

2018 年 9 月から保育士が参加し、親子の保育を実践しました。初めてセンタ

ーに来た時、落ち着かず部屋から逃げ出していった子どもが、遊びの輪に加わ

りずっと座っていた姿を見て、子ども達は楽しみながら遊びを通じて学習する

ことを実感しました。 

また、家庭で使える教材作りをしました。「どれどれ」とお父さん、おばあ

さんも集まって、画用紙とクレヨンと鋏を使い、数を学べる教材を作りまし

た。 

障害を診断されてから、子育てを相談する機関が見つからず孤立して来た親

子が、2 つのセンターで定期的に草の根の日に顔を会わせ、親の集いで活発に

話しあい、障害のある子の問題を解決するために、社会へ働きかける基盤とな

っています。 

また子ども同士の仲間意識が生まれてきました。親が「今日は行かない」と
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いうと泣く子がいるとの話を聞いて、私たちにも草の根の日の楽しさが伝わっ

てきました。 

2019 年 8 月に草の根プロジェクトは終了しましたが、２つのセンターで療育

活動を継続できるように、ニンジンは月 4 回のランチの費用と、療育に携わる

人材派遣の謝金 月 1回分を負担して支援を継続しています。この日にはモンゴ

ル医科大学理学療法士学科の学生ボランティアも訪問し、賑やかにセンター活

動を盛り上げています。(2019.12)  

 
2019 年 4 月 草の根事業報告会に全員集合（ウランバートル） 
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Ⅱ 草の根チームの実践記録 
1．脳性麻痺児の療育支援          担当 諸石真理子(理学療法士) 

  

1．PT 個別指導 2．グループ：ストレッチ指導 
 

(1)ゲゲーレン・サインナイズ両センターの療育モデルの芽生え 

 ニンジンは「障害者支援専門家訪問事業」として、2012 年から、年に 1～2

回の頻度でモンゴルを訪問し、障害児を育てている親達の相談に応じてきまし

た。しかしその程度の頻度では対象の障害児家族も訪問のたびに入れ替わるな

ど、「療育方法」を継続的に伝えるには困難がありました。 

 2016 年 9 月に、JICA の「草の根技術支援事業」として公式に認められると、

両センターを拠点として、障害児家族や関係者グループとの継続的な関係の中

で、活発に専門技術支援を実施でき、効果的な療育支援を徐々に活発にできる

ようになりました。両センターのリーダーは 2 人とも自身が脳性麻痺児を育て

ている母親で、小児リハの知識と技術を自ら習得して、自分たちのみならず、

親仲間と一緒に学びあいたいという動機を強く持ち、その姿勢が他の親達に良

い刺激となって影響を与えました。親達はセンターが子どもたちの楽しい運動

の場や友達との遊び場となるように、協力して活動する中で、子育ての苦労話

を交換したり、年下の親にアドバイスしたりするなど、徐々に親たちの間にも
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楽しい交流が生まれ共に教え、学び合う良い関係性へと繋がっていきました。 

両センターの位置するゲル地区は、極貧の家族が多く、障害児家族はいろいろ

な事情を抱えてセンターに通ってきます。 

ゲゲーレンのとある親子は、センターで覚えたストレッチのやり方を家で実践

したい気持ちがあっても、実際には他の子の世話や家事に追われ、うまく実践

できない状況がありました。 

両親共働きのある家族は、祖父母が子どもをセンターに連れてきて、足が変形

しないようにと習ったストレッチや正しい立ち方などを真剣に取り組んでおら

れました。 

ある離婚した父親は一回も休みなく子どもを連れて通い、「個別指導」「グル

ープ体操や運動遊び」の時間に常連となり、父母の間で交流が生まれていきま

した。このように次第にセンターでの療育活動が拡がっていきました。 

サインナイズセンターは、元教員のリーダーは、活動を始めるにあたって、若

い親の幼児の相談に小児リハの対応をできるようにしたいという希望をもって

いました。 

通ってくる家族の中には、国立第 10 幼稚園や民間の通園施設を利用しながら、

センターにも通ってきたい熱心な父親や母親によって、交流と親睦が培われ、

集いの日には、自然と多くの家族が集まってくるようになりました。 

 
(2)モンゴルにおける理学療法士（PT）の実状と療育者養成 

脳性麻痺児を主とする療育グループ活動の継続のためには、小児専門の理学療

法士（PT）や保育士といった”療育者”が不可欠になります。  

モンゴルでは、2007 年から理学療法士（PT）養成学科が設立され、その 1 期生

は 2010年から輩出されていますが、小児リハ分野の課程は未確立で、実習単位

も不十分で、主に卒業後は成人リハに就職することが多いのです。 

そのような背景の中、ニンジンでは 2012年から、国立母子センターで小児リハ
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の研修会を実施して、理学療法士（PT）へ脳性麻痺の知識と技術を補完して伝

えてきました。 

JICA 草の根技術支援事業として「療育者養成セミナー」を 計 7 回実施（Ⅲ

参照）平均 30名が受講しました。そこでは特に「親へ寄り添い、指導できる理

学療法士（PT）の養成」を目的とし、セミナーの座学と両センターでの「実

習」の両方を経験した受講生からは、理解が深まったと反響を得ました。しか

しながら、実習を必修とはしなかったため、実習に参加しなかった PT有資格者

が私たちの意図するところを十分理解できたか、疑問で、課題として残りまし

た。 

 
 

 
3．デモンストレーション 

(療育者セミナー) 

4．実習生の脳性麻痺児姿勢保持実習 
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(3)両センターにおける障害児療育支援方法   

ニンジンは両センターで a. 個別指導と b．グループ活動指導 の 2 本立て

を支援しました。 

 

a.個別指導  

 

 

5．個別指導 6．指導開始時のＡさん 
 
(1)親の相談対応 

 障害児を子育てしている親（保護者）の相談に応じ、不安・障害の受容に対

する悩み・我が子をなんとかしたいという希望などを聞き取り寄り添って親を

理解します。 

■A さん（痙直型アテトーゼ児 2 歳 11 ヶ月）の事例： 

保護者は「自分で立って、歩けるようになってほしい。文字もわかるよ

うになってほしい。」と要望していました。障害の受容はできており、

なんとかしたい熱心さで、父親手作りの立位保持具など持参されてきま

した。「つかまり立ち」を目標に、家庭で親がホームプログラムを実践

する方法の理解を得ます。 
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(2)障害の状態と運動発達評価を実施、親へ説明 

「運動発達障害」を親が正しく理解できるように次のポイントで説明します。 

① 子どもの抱える身体状況の困難さ；例えば独り座りができない場合について。 

② 子どもができること；体幹を支えれば、座って遊ぶ。 

③ 次の準備を学ぶ；腹臥位で遊びながら、四つ這いの姿勢を学ぶ。それらが

なぜ必要なのか？ 

 臥位姿勢の四肢と体幹の抗重力伸展活動（腕で身体を起こし、臥位の姿勢を

保ち、頭を挙げる）とバランスを学びます。 

④ 子どもが異常パターンのまま運動を続けていくことで起こる拘縮＆変形

（二次障害）；例えば緊張させた下肢交差では足首が硬くなる拘縮や、股関節

脱臼を起こす変形を説明し、予防をしていくことの大切さを伝えます。 

■A さんの事例： 

①困難さ：左に強い ATNR（非対称性緊張性頚反射）の影響を受けて、

頭や体幹が不安定で独り座りを難しくしていました。右腕が曲がって

伸びにくい、筋肉が過緊張になりやすく、運動動作に動揺があるの

で、おもちゃをつかんだり、食事を食べたりすることが難しい。 

②子どもができること：寝返り、ずり這い、支えれば座って遊べる。

脇を支えて立たせれば、尖足で体重を支えられる。 

③これから運動発達を促す準備 

左右対称な前腕支持で、頭を正中位垂直に挙げた腹臥位の時間 

左右対称な腹臥位保持で、頭・体幹・四肢の抗重力伸展活動を発達さ

せる。これが、座位保持力につながる。 

④二次障害について；介助立ちで尖足＆外反足になっている。左手で

遊ぶ時、右腕が硬く曲がっている。尖足＆外反足に対して拘縮や変形

を予防する。右上肢（肩・肘・手首）の拘縮進行を予防する。 
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(3)実技指導 

ホームプログラムで「次の準備を学ぶこと」と「拘縮＆変形を予防する方

法」を示し親が家庭の子育ての中で、実践できるようにやり方を伝え、練習を

指導します。 

■A さんの事例： 

以下の「ホームプログラム」を作成して、実技指導しました。 

① アキレス腱・ハムストリング ストレッチと足関節内反運動 

② 腹臥位 :左右対称な前腕支持で、頭を正中位垂直に挙げた姿勢を保ち、絵本の

読み聞かせや見て遊ぶ時間を作る。徐々に両肘を伸ばした腹臥位の準備をしてい

きます。 

③  座位介助の適切なやり方  

子どもの骨盤をまっすぐ起こして背後から支え、正面に回した両手で体重を支え

るように促す。子どもの正面におもちゃを置いて遊ばせる。両手で掴んで遊べる

おもちゃの種類を工夫します。 

【ホームプログラムのワンポイント アドバイス】 

頭を正面に保持して、腹臥位や座位で遊ばせると、姿勢バランスが安定し

ます。おもちゃを見て、手で触れ、掴んで遊ぶ経験を豊かにし、子どもの

認知力を高めます。また右側に起こりやすい上下肢の拘縮を予防します。 

      

7．Ｔ字ベンチ遊び（牛乳パック製） 

膝立ち（kneeling）姿勢を介助し

て、T 字ベンチを遊び台にすることで 

自宅で両親がこどもの頭を正面に

保持した遊びの時間が作れます。 
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(4) 継続的取り組み 

草の根メンバーのモンゴル訪問時、30 分間の「個別指導時間」を設定して、

「子どもの様子」「親のホームプログラムの取り組み」を把握しプログラム追

加・子育てのつまずきに対して指導します。 

■A さんの事例： 

2017年 6月~2019年 4月までのモンゴル訪問時、6 回継続的に指導しまし

た。少しずつ頭と体幹の姿勢保持力が成長し、ホームプログラムを追加指導

した。腹臥位から四つ這い姿勢をとり、体幹をひねって座位をとることがで

きるようになった。ATNR の影響には配慮が必要なため、訪問するたび、継続

的にフォローすることが重要でした。 

 

(5) 適切に扱う（handling）ことの実践指導 

子育ての抱く・オムツ換え・更衣・食事などの場面で子どもを適切に扱う

（handling）ことを、ホームプログラムで実践を重ね、習熟する。子どもの運

動発達が促され、良い方向に変わることを実感して、親の子育ての意識が「家

庭療育」を目指して変わります。 

■A さんの事例： 

「脳性麻痺児の子育てガイドブック」*4 と「障害児の子育てハンドブック（食

事編）」*5の２つのガイドブックを使って、日常生活で、遊ぶ姿勢、適切な立

位介助、適切な食事介助のやり方を実践するようにフォローしました。 

■A さん親子への 2年 2か月の(1)～(5)項目にわたる個別指導の結果 

4 歳 10ヶ月になり、自力で座れるようになりました。   bench 座位で対称的な

姿勢保持がコントロールしやすくなり、立位と歩行練習の準備が整ってきて

います。独り座りでバランスが安定して遊べるようになるには、これからも

練習が必要であること。つかまり立ちが自力でできるためには、四つ這い、

膝立ち、高這いの保持力の練習を生活の中で取り入れていく必要があること

を、両親は理解して取り組んでいます。 
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指導開始時期は、「子どもが早く立って、歩けるようになってほしい」との

要望が明確でした。しかし、その時に実践するプログラムを理学療法士が親

の前で示し、着地しなかった足底がストレッチ後 着地する、前に垂れてい

た頭が挙がりやすくなる、などのその場での子供の良い変化を見て、熱心に

家庭で取り組まれ始めて、子育てに自信をつけられてきました。また、セン

ターに最近参加した子育て間もない親に励ましの声をかけている様子が見受

けられます。 

「障害児の成長・発達を促すプログラム」は、専門家が作って実施しても、

通園児であれば、週 2回 20 分間 外来通院であれば、週 1回または、月１回

30分間程度と、時間が限られています。A さんのケースでは 3～6 ヶ月の間を

おいた 30分間程度の指導でした。  

幼児期は、心身成長の日々です。プログラム実施に時間をかけるほど、良い

方向に発達します。親が毎日家庭で子育て・療育の時間をとることが大変重

要です。 
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b.グループ活動指導 

 

 
 

8．グループ活動 12種体操 9．➀シーツブランコ 10．②ボールパス回し 

 

1)  第 1期 グループ活動の実践（2017年 3月、6月、9月） 

グループ活動（体操と運動遊びの親子練習時間の体験）を実践しました。 

子どもたちを運動能力別に 2 グループに分け ボバース法の 12 種体操と 

運動遊びのプログラムを実施しました。  

 
１．ボバース法 12 種の体操*6：一つ一つの練習で、首の座りや腹臥位の姿

勢がしっかりしていき、身体がリラックスして楽な呼吸に変わる。 

             
２．運動遊び： 

① シーツブランコ：毛布の上に寝た子どもを二人の大人が持ち挙

げ、唄いながら側方・左右にゆっくり揺らす。 

＊前庭覚刺激（緩やかな、リズミカルな、揺れ刺激）が心地よく、他の感覚

を受け入れやすくする。 

② ボールパス回し:背中合わせに立ち、体幹をひねりながら相手にボ

ールを渡し、反対側へ向き直って同様にパスする。 

＊体幹回旋動作の立位バランスが向上する。 
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③ ボンボンダンス：カラフルリングを頭に乗せて、リングが落ちな

いように左右へ腰を揺らすダンス。 

*頭をまっすぐに保って、左右の体重移動・立位バランスが向上す

る。他にも ④風船バレー ⑤魔法のじゅうたん などがあります。 

 
  

11.④風船バレー 12．シーツバタバタ遊び 

 

 

 

■ 第 1 期のグループ活動を通して 子ども同士・親同士が交流して仲間がで

きました。練習とやり方の指導を受けながら、家庭では親子で遊ぶ時間がなか

った仲間たちの間に「グループ親子療育」の時間が刻まれた。楽しく活動して

体操と運動遊びが運動機能向上の効果が回を重ねるほど認識・理解されまし

た。 

第三回目の訪問時には「草の根の日の療育活動」開始のミニセミナーで親たち

にこれらホームプログラムの実践とグループ活動での交流の意義、療育の意味

を説明し「療育活動」の理解と了解を得ました。 
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2) 第 2期 草の根の日療育活動（2017年 10月～2019年 8月 ） 

両センターで、毎週土曜日を「草の根療育活動の日」として療育・教育プログ

ラムの各グループ活動を実施しました。（夏休み 7 月・8 月以外毎週を目標） 

➀主催者：両センターリーダーと補助スタッフ各 1 名 

②参加者：療育グループ：10 組親子 教育グループ：10 人の子どもと青年 

草の根事業関係者２名は月１回の参加・現地補助員（通訳、編集者）が教育 

③担当として、現地補助員（看護師）が療育担当] 

理学療法士協会の協力で 8 名の理学療法士学生ボランティア参加 

（2018 年 10 月～2019年 1 月） 

④時間：毎週土曜日 10:00～14:00  

⑤方法：理学療法士が 2～3 ヶ月に 1 回、メールで新しいプログラムをセン

ターへ届け、主催者・参加者がそれらを実施した。モンゴル側で不明な点は

TV 電話で東京滞在の理学療法士へ質問相談があり、対応しました。 

⑥草の根の日の時間割 

10:30～ 始まりの会/出席簿にシールを貼る。 

10:45～ ストレッチ＆体操 

11:15～ 絵本の読み聞かせ 紙芝居 

11:30～   療育グループ：運動遊び 

（シーツブランコ/魔法の絨毯/シーツパタパタ遊びなど）から 2 つ選ぶ 

     教育グループ：算数の学習（別室） 

12:00～ ランチタイム 

13:00～ 合同運動遊び（午後から参加できる学童児も加わって、） 

風船バレー 

学童児運動遊び（ボンボンダンス/カラフルフープ渡り/ バラン

スボール） 
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14:00～ 保護者交流  グループワーク  

                ・手作り遊具作成/ カラフルフープ 

                 ・ペットボトル手作り楽器/牛乳パック製サイコロ 

                 ・姿勢保持具作成/牛乳パック椅子＆机  

                 ・Ｔ字ベンチ（牛乳パック製）作成 

・布＆ウレタン製ネックレスト（首を支える） 

14:30～       終わりの会  さよならの唄 

 
■第 2 期の活動の影響と効果 

・子どもの可能性を求め、限界をも認識しながら、困難な場合でも手を尽く

すことによって、子どもたちを育成する療育活動が少しずつ築かれていきまし

た。子どもの障害を正しく理解した専門知識と発達を促す方法技術を身につけ

た「子育て」をする親たちが、センターの活動主体となり、「草の根の日」と

して定期グループ活動が定着しました。 

 ・PT 学生ボランティアの参加で活気づき、こうしたセンターの取り組み活動

が PT 協会から認知される機会が作られました。脳性麻痺児を主とする障害児

の療育活動が、保護者とその家族が主体となって 3 年間培われましたが、活動

継続のためには、専門療育者支援や運営費が不可欠です。両センターの親たち

は、今後も行政に対して運営費と理学療法士派遣を申し入れる姿勢で、自分た

ちの療育活動を続けていこうとしています。  
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2．算数指導            担当 野口陽子（元養護学校教員） 

(1) 算数指導活動の経緯 

草の根の日活動に参加している学齢児は、8 割が普通学校と特別支援学校に

通学し、2 割は未就学児です。わたしたちの活動では家庭での算数教育を家族

に伝える という目標を考えました。ところが実際には、母親は仕事に出かけ

て忙しくて参加できないことが多く、歩いて通える子どもたちだけで参加し、

センターメンバーや支援者が子どもたちに算数の学習を指導することになりま

した。そこでは日本から作成してきた教材を使いました。また帰国後も指導し

た子どもの理解の実状にあった教材を作成し、継続して送りました。 

本来なら、直接親たちに教え方を伝えたかったのですが、そうはなりません

でした。その代わりセンターメンバーが引き継いでくれるでしょう。 
 

   

13．勉強って好き？ 14．当たり前じゃない 15．なんでそんなこと聞くの？ 
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(2)モンゴルの障害児の親や家族に伝えたかったこと 

家庭でも子どもに教えることができます。家では学校のように机に座って学習

する必要がありません。色や数について教えるには、日常生活のいろいろな場

面で「この色は何色？」と質問したり、「なになにを１つとって、２つとっ

て」というお願いをしたりすると、自然に色や数を覚えます。子どもに触れあ

う中では、どんなに小さなことでも、子どもの成功を励まし、注意を払ってく

ださい。 

障害がある子どもを学校に入学させる時には、学校と担任と会い、どのよう

な内容を教えてもらえるか、個々のカリキュラムが開発されているかどうかを

話し合う必要があります。また、いちばんその子どものことをよく知っている

親こそが 担任とよく話し合うことが重要です。    

 新学年になったら、担任と学校に何の教科を教えてもらえるのか聞いてみて下

さい。 

(3)活動の成果 

2 つのセンターともに、毎週平均して 10 人以上の子どもたちが参加しました。

アンケートを取ってみると 勉強を楽しみ、学習意欲が増し、勉強すること

（知らなかったことを知る）がいかに楽しいかを経験し、未就学児だった子ど

もが学校に入学し、学校生活を楽しんでいるという報告がありました。また普

段あまり会うことがない子どもたち同士の交流が盛んになりました。 

  
16．ゲゲーレンセンター算数指導 17．サインナイズ算数指導の様子 
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3．保育指導    担当 吉野直子（就学前教育教員、保育士） 

  

18．個別指導 19．グループ保育遊び 

 

(1)少人数での保育活動 

2018 年 9 月、ニンジンの JICA 草の根技術支援事業の内容に保育活動を追加す

ることになりました。モンゴルに渡航し、受け身になりやすい保育から、子ど

もの自発的な活動につなげていく保育を意識してプログラムを組んでいきまし

た。具体的には、親子遊びを中心とした少人数活動をしました。 

子ども自身が理解できる程度の人数で活動することによって、人と関わる安

心や楽しさを感じたり、同じ年齢の友だちから刺激をうけたり、時に思い通り

にならない事への対処方法を身につけていく事ができます。 

また、遊びを通して、とても楽しい、悲しい、悔しいなど基本的な感情を表

現したり、感情をコントロールしたりすることや、僕だけ私だけではない共感

する気持ち等、人と関わるってどうゆう事なのかを子どもたちが知る機会にも

なります。 

名前を順番に読んでもらったり、少人数で端から順番にシールをもらったり、

おやつをもらったり、「順番を待つ」という体験は、子どもにとっては、いつ

も自分のタイミングでは物事は運ばないということを知るきっかけになるので
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す。子どもたちの「心の育ち」にも保育活動は有効だと感じております。 

一人でトイレができた、着替えられた、ご飯が一人で食べられた、など生活の

中には「できた」という実感がもてる教材が沢山あります。 

しかし、どうしても「障害のある子だから・・・」となんでもやってもらう事

や、何でも優先的に物事が進む事が当たり前になりがちな生活環境にいるた

め、障害児の子とかかわっていると「自信」のない子が多いように感じるとき

があります。そういった意味でも保育活動の中に生活活動に必要なプログラム

をくみ、生活や遊びの中で『出来た』事でつけていく自信の育ちが自尊心を養

うことにも繋がっていく事を保護者の皆さまにも伝えてきました。 

時に意識していないと、ついつい良かれとおもって「やってあげちゃう生

活」が当たり前になっていっていきます。全部できなくても、どうしたら「で

きた」という実感になるかな？この部分だけやってみようと声掛けしてみよう

かな？というような工夫や視点を持つことが大人には必要なのだと思います。 

根気のいる作業ではあると思いますが、子どもたちが自分でできることを一

つでも増やしていけると良いなと願っています。 

 

(2)保護者を巻き込んだ親子遊び 

子どもが自発的に体を動かしたり、同じ年齢のお友達と楽しんでいたりする

様子を、保護者が一緒に感じることは、大きな意味があります。子どもと保育

士という 1 対 1 の関係ではなく、保護者にも参加してもらう「親子遊び」を積

極的に取り入れてきました。手遊びや体を動かすことはもちろん、親子でつく

る制作物などを活動に取り入れることで、家庭でも親子で遊べる遊びやリハビ

リ活動を紹介しました。このようなスキンシップは、保護者と子どもとの愛着

関係を育てることにもつながります。 

保護者のみなさんからは、「これまでリハビリ活動を自分がしないといけな

いという責任感と負担感があった。保育活動に参加してからは、子どもが自発
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的にして見せたり、一緒に遊ぼうと求めてきたりするので、生活介助以外で我

が子に関わる時間が増えた。いままで見せたことのない我が子の表情や、思っ

ていた以上に我が子が楽しんで行えていることに喜びを感じる」というご意見

も多くいただいています。集団での親子遊びを行う事によって、子どもだけで

はなく保護者にとっても周りの保護者と知り合う機会になり、心配なことや不

安なことが共感出来たりする場になることも、大きな役割であると感じていま

す。両センターで活動してきた中でも、遊びを紹介したり、子どもと関わった

りしておしまいではなく、いかに保護者を巻き込んで子どもも保護者も安心で

きる居場所にするかをセンターのリーダーとともに考えてきました。子どもも

保護者も「仲間」がいると思えることで、また明日から頑張ろうという活力に

なり、それがシンプルに生きる力になるのではないかと考えています。私は療

育活動を通してこれまでモンゴルと繋がってきましたが、「こども」と「大

人」が安心して集える居場所ができるなら、ツールは何でもいいのだと思いま

す。たまたま私は「保育」というツールを使って活動してきました。モンゴル

にもこれからそんな場所が多くできることを切に願っております。*7 

 

 

20．保育セミナーの様子 
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4．読み聞かせ活動            担当 梅村浄（小児科医） 

 

  

21．ボランティアも一緒に 22．リンゴだぁ 

子どもたちは絵本が大好きです。私は長年、小児科医として自分のクリニッ

クの待合室に絵本をそろえて、ニンジン文庫と名付け、お母さん達が子どもに

絵本を読み聞かせる環境づくりをしてきました。併設した言語指導教室では、

言語聴覚士が絵本を読んで、子どもとやりとりする時間を必ず設けました。脳

性麻痺で寝たきりの男の子に何百回も「おひさまあはは」の絵本を読んであげ

ました。笑い声が「あはは」と繰り返されると、聞き手も読み手も「あはは 

」と笑い、楽しい時間を過ごしました。 

 日本では、伊藤忠財団のわいわい文庫に申し込むと、ディジー絵本のアプリ

をタブレットやスマートホンにダウンロードして、楽しむことができます。画

面に絵と文が出ており、自動的に読み上げてくれます。文字の大きさを変えた

り、読み上げる速度を変えたりすることもできます。子どもは好きな作品を自

分にあった条件で、繰り返し読むことができます。 

モンゴルでも最近、モンゴル語版の ディジー絵本を JICA のウランバートル市

における障害者の社会参加プロジェクトが作成しました。セミナーに参加した

メンバーには積極的に受け止められ、今後、モンゴル人の手で開発が進むこと

が期待されます。実践報告をご覧ください。 *8,*9 
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ニンジンでは両センターでの読み聞かせを実践するために、チメゲーさんにモ

ンゴル語の絵本の選定をお願いしました。初めに 100 冊、その後、クリスマス

などに数 10 冊の本を贈りました。これらの百数十冊の絵本を使って、 

ニンジンの現地補助員は月に 1 回、草の根の活動の日に、読み聞かせを行いま

した。日々、親たちや年長の子が読み聞かせています。またサインナイズセン

ターでは、モンゴル国立教育大学のボランティアの学生たちも、読み聞かせの

活動をするようになりました。 

 

  

23．山姥の紙芝居は怖いよ 24．読み聞かせ 
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5．草の根手帳の作成           担当 梅村浄（小児科医） 

 

草の根活動に参加した子ども達の指導内容と成長を記録した手帳を作成しま

した。医師が医療情報、理学療法士が療育指導内容、教員が教育内容、保育士

が保育の課題等を記録しています。親、療育関係者、保育者、教師、医療関係

者が情報を共有し、社会参加に向けて活用することを目指しています。手帳の

後半にはニンジンチームメンバーがミニ専門知識を載せて、親子が参考にでき

る読み物としました。*10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 
 
 
 
 

Ⅲ セミナーの記録 
私達の実践内容をモンゴル人の親や療育関係者に伝えて、２センターの活動

に支援を要請するために、以下の活動を実施しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 療育者養成セミナーの実施 

 ７回の療育関係者養成セミナーと実習を実施しました。 

 脳性麻痺児の療育に携わる理学療法士、看護師、医師、教員、保育士等に加

えて親も聴講し、脳性麻痺児療育の知識と技術を伝えることができました。 

「脳性麻痺児子育てガイドブック（姿勢編）」「障害児の子育てハンドブック

（食事編）」及び「ボバース法に基づく 12種の体操」と「食事介助指導に利

用する DVD を作成し、セミナーで配布しました。 

全７回の主なテーマは以下の内容です。 
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第１回：主なストレッチ＆関節運動及びボバース法に基づく 12 種の体操手技 

第２回：「脳性麻痺児子育てガイドブック」の利用目的を 2 名のデモで示す 

第３回：痙直型両麻痺児デモで家庭療育指導。整形外科医による脳性麻痺講義 

第４回：CP児評価とホームプログラム作成。 

「障害児子育てハンドブック」利用目的を摂食指導２名のデモで示す。 

第５回：重症心身障害児のリハビリテーションと栄養ケア。 

摂食介助デモ 2 名で示す。 

第６回：アテトーゼ児への親指導。車椅子の適切な乗車姿勢のデモと講義 

第７回：CP児とその親に対する療育関係者の役割。デモ 2 名で更衣・遊び方 

    アテトーゼ児の食事介助を示す。 

各回のテーマ内容の資料を配布しています。 

回を重ねるごとに地方からの参加者も増え、デモンストレーションを見てやり

方を学び、自分の職場で摂食指導を実践できると好評でした。 

 
2.家庭医・看護師セミナー 

 5 回、実施しました。家庭医と看護師、ケースワーカー等家庭病院スタッフ

を主な対象とし、障害児の医療とケアを伝える内容としました。親の参加数も

多く、子育てに生かす情報を求めていることがわかりました。 

 第１回：母子手帳活用法（小児科医） 脳性麻痺児の二次障害と摂食障害とハンドブ

ック活用法（理学療法士） 

第２回：小児の整形外科疾患 脳性麻痺児の医療（整形外科医）脳性麻痺児姿勢ガイド

ブック（デモ）と食事ハンドブックの活用（DVD）（理学療法士） 

第３回：言語障害児の診断と治療その１（小児科医）脳性麻痺児の家庭療育・アテト

ーゼ児デモ（理学療法士） 

第４回: 言語障害児の診断と治療その 2 （小児科医）知っておくと便利な障害児への関

わり（保育士） ワークショップ（参加者全員） 

第５回：小児の整形外科疾患、脳性麻痺児の医療（整形外科医）重症心身障害児の医

療（神経科医師）姿勢と食事のハンドブックの目的と利用の仕方及び DVD の利用（理
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学療法士） 

 
3.親の会セミナー 

カウンターパートであるモンゴル障害児親の会の会員を対象として障害児の

育て方について草の根チームの専門家がセミナーを 5 回にわたって実施。 

第 1 回：障害児保育について（小児科医） 

第 2 回：脳性麻痺児の下肢治療（整形外科医）と家庭療育（理学療法士） 

第 3 回：ことばの遅い子の育て方（小児科医）療育についての理解と取り組み

（理学療法士） 

第 4 回：ダウン症児の映像を見てことばの育て方を学ぶ（小児科医）療育につ

いての取り組み（理学療法士） 

第 5 回：４人の専門家から親への提案（小児科医/教員/保育士/理学療法士） 

■3 つのセミナーで使用した資料 *1 

1. 小児整形外科疾患                城良二 （整形外科医） 

2. 脳性麻痺の臨床                 城良二 （整形外科医） 

3. 重症心身障害児医療               小川勝彦 （内科医） 

4. ことばの遅い子のことばをどう育てるか      梅村浄 （小児科医） 

 ①ゆっくり大きくなっていこうーダウン症の子どもの成長とことばー *11 

 ②森のようちえんもみの木園とじょういくん            *12 

5. 脳性麻痺児子育てガイドブック              諸石真理子（理学療法士） 

6. 障害児子育てハンドブック（食事編）           諸石真理子（理学療法士） 

➀食べる機能の発達を促す食事介助  *13 

②姿勢の緊張を伴う子どもの食事介助  *14 
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Ⅳ 終わりに「モンゴルの障害児の笑顔のために」 
                          経理担当 鈴木 茂 

 ニンジンによるモンゴルの障害児の調査を踏まえ、障害児をもつ家庭が孤立

することなく、生きづらさを少しでも軽減していただくために私たちはこの事

業を企画し、JICA の支援を得て実施してきました。 

 夢中で走り抜いた 3 年は、私たちスタッフには大変な重圧ではありました

が、利用する子供達の笑顔を見る度に、新たな決意に立つことができました。 

 二つの障害児センターのリーダーは、公的な支援が殆ど望めない中で、僅か

な私費までも投じて私たちと共に歩み続けてくれました。多くの関係者に勇気

をいただきながら、二つの火を灯すことができたのです。この記録が二つのセ

ンターを指し示す道しるべとなり、遠からず、二つの火が燎原の火のごとく広

がって、モンゴル中を潤してくれることを期待しています。 

 この事業の遂行にあたり多くの皆様に支えて頂きましたが、特に、サインナ

イズセンターのアルタントルフールさん、ゲゲーレンセンターのオヤンガ・ツ

ェベーンさん、そしてモンゴル障害児家族の会のセレンゲ・サンブーさんの頑

張りなくして、今日を迎えることはできませんでした。 

また、現地補助員として奔走してくれたダムチャー・チメゲーさん、ヨンド

ン・オユンゲレルさんに助けていただきました。お世話になりました皆様に深

く感謝申し上げます。  モンゴルのそこかしこで車イスを目にし、笑顔の挨拶

が交わされる日を夢見て、ひとまずこの事業を終えることといたします。 

                          2019 年 10 月 
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Ⅴ 事業終了後の活動 
ニンジンによる 当 JICA 草の根技術支援事業は 2019 年 8 月に３年間の事業

が終了しましたが、その後も両センターへの支援活動は続けています。 

モンゴルの担当者からはセンター活動の自立方針を示すとともに、自立に向

け理学療法士（PT）・療育専門家育成フォローの希望が出され実行しました。 

① 療育関係者（療育者養成セミナー受講者＆センター実習生）1 名と元現地補

助員の看護師（療育通訳担当）の訪問実施 

②  理学療法士協会が紹介する理学療法士 1 名と健康医科大学理学療法士養成

学科学生ボランティア 8 名の訪問実施 

③ 2019 年 10 月からは月１回、両センター「草の根の日活動」に定期的に 7 名

（療育関係者 3 名＆理学療法士学生 4 名）訪問を行いました。 

⑤ 草の根の日（月 4 回）のランチ・療育関係の人材派遣などに資金提供を行

いました。 

ただし 2020 年 2 月から、新型コロナウィルスの感染防止策として、両セン

ターは断続的に閉鎖となり、未だ残念ながら中断しています。新型コロナウィ

ルスの感染終息は見えていませんが、 

モンゴル国立障害児リハビリテーション開発センターから依頼を受け、医師・

療育教育者によるインターネット回線を使用したオンラインセミナーの開催を

実行開始しました。 

このような経緯のもと、この草の根事業の実績成果とニンジンの活動をモン

ゴルのより多くの人に知ってもらって実際に活用頂きたいと考え、この記録を

作成することにしました。                   

                               プロジェクトマネージャー  梅村 浄                

2022 年 1 月 
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【参照資料】 

*0  NPO 法人ニンジンニンジン ホームページ（モンゴル語版） 

https://ninjin-npo.org/ 
*1 NPO 法人ニンジンニンジン ホームページ（モンゴル語版） 

https://www.facebook.com/ninjinnpo/ 
*2 ゲゲーレンセンターのフェイスブック 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010756540978&fref=pb&hc_location=friends_tab&pn
ref=friends.all 
*3 サインナイズセンターのフェイスブック         
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011406096296&fref=pb&hc_location=friends_tab&pn
ref=friends.all 
*4「脳性麻痺児の子育てガイドブック」 

 
*5「障害児の子育てハンドブック（食事編）」 

 
*6 ボバース法に基づく 12 種の体操 日本語 2 

 
*7  保育手作り教材 

 
*8 デイジー絵本実践報告 第 1 回 

https://www.itc-zaidan.or.jp/pdf/ebook/waiwai_katsuyou6_096.pdf 
*9 デイジー絵本実践報告 第 2 回 

https://www.itc-zaidan.or.jp/pdf/ebook/waiwai_katsuyou7_096.pdf 
 
*10 草の根手帳 

 
*11 ゆっくり大きくなっていこうーダウン症の子どもの成長とことば 

https://www.youtube.com/watch?v=aCaniR4e9Rs 
 
*12 森のようちえんもみの木園とじょういくん 

https://www.facebook.com/ninjinnpo/videos/342756503046016 

 
*13 食べる機能の発達を促す食事介助  

  
*14 姿勢の緊張を伴う子どもの食事介助  

 
*15 絵本の読み聞かせはことばへの早道 
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