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障害児教育に携わり、障害児や乳幼児に優れたおもちゃを紹介し、遊びそのものの
中から、遊びを通して、遊びから発展させて子どもたちの成長発達を見守り寄り添っ
て活動を４４年間続けてきました。
その間いろいろな素材に出会いどう活用するかを考え、試行錯誤を繰り返してきま
したが、いつも想像を絶する遊びを子どもたちから学ぶことが出来ました。おもちゃ
メーカーが紹介する遊び方ではなく、より楽しい遊び方を考える子がいるのです。単
一の遊びしかできにくい電子ゲームの類ではなく、単純でローテクといわれるおもち
ゃに子どもたちの創造力を掻き立てる要素が数多く存在することを経験上教えられま
した。
手足の不自由な子も、吸盤スティックを使えばカルタ取りのようなゲームもできま
したし、段ボールの芯を布で覆ったピザの一かけらのような形状のものにゴムでカー
ドを固定できるものを使えばトランプも一緒に楽しめました。クーゲルバーンのおも
ちゃでは、目の不自由な子に寄り添い年長の子が耳元でささやいて、球を入れる位置
を教えていました。ＩＣで音や音楽で合図があるようなおもちゃは、全盲の子どもた
ちもうれしそうに遊んでいます。知的発達段階の低い子には、さいころの目が１から
３までの小さな数のものを使えば、実物、半具体物と対応させて遊ぶことができます。
遊びを楽しむために自助具を工夫する、さりげない支援があればどんな障害があろう
と共におもちゃ遊びを楽しむことができるのです。ルールも、理解度の低い子のため
にハンデを組んで競い合えるように子どもたち同士で決めていました。「みんな違っ
てみんないい」の精神がごく自然に遊びの世界で生まれているのです。集団遊びで、
みんなが盛り上がります。
私たち遊び手側の工夫とアイデアで「共遊」の場が全国のおもちゃ図書館で実践さ
れていることを思うとなぜかワクワクします。そこに作り手側のさらなる叡智が加わ
れば最強なものになるでしょう。
特定非営利活動法人
おもちゃの図書館全国連絡会
副理事長
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おもちゃ図書館ボランティア養成講座【中級】

「ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【中級】」を、東京にて実施しました。この講座は、専門家育成
や資格取得が目的ではありません。おもちゃ図書館は誰でも参加できる「ボランティア活動」ですが、
ボランティア自身がその活動の質を高め、活動をより活性化していく役割を担ってもらいたいという
思いを込めています。
中級講座は二日間 6 講座という長丁場でしたが、延べ４６名の参加がありました。
TOY らいぶらりあん養成講座（中級）
日時：平成３０年１月２０日（土）9:50～16:00
１月２１日（日）9:50～16:30
会場：サンパール荒川（東京都荒川区）参加者：延べ 46 名
≪講座内容≫

1 月 20 日（土）
講座Ⅰ 傾聴
NPO 法人 P.L.A.
生木ヨシミ氏
講座Ⅱ 実際におもちゃを紹介
講座Ⅰ生木ヨシミ氏
講座Ⅱ おもちゃと遊びと子どもの発達
東京おもちゃ美術館
石井今日子氏
しつつ
講座Ⅲ コミュニケーション力
TOKYO PLAY
嶋村仁志氏
1 月 21 日（日）
講座Ⅳ 家族支援
荒川区子ども家庭支援センター 木村悦子氏
講座Ⅴ 障害児をめぐる制度やサービスの変遷
おもちゃの図書館全国連絡会
鈴木訪子
講座Ⅵ 居心地良いおもちゃ図書館をつくるには
講座Ⅲ
講座Ⅳ 木村悦子氏
おもちゃの図書館全国連絡会
鈴木訪子 グループでのワークショップ

【受講者の感想・アンケートより】
・おもちゃ図書館がどういう理由で生まれたのかが、よく分かった。法のことは
難しくて頭に入ってこないところもあったが、障がいのある子もない子も一緒
に関わりながら遊べるアイテムとしておもちゃが必要というのもよく分かっ
た。子どもだけでなく親同士もつながっていけると良いと思った。（講座Ⅴ）
・他の方々の意見や考え方、他のおもちゃ図書館の話などもたくさん聞けて良か
った。（講座Ⅵ）

修了証授与！
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「TOY らいぶらりあん養成講座について」

おもちゃの図書館全国連絡会理事長

小泉康代

全国連絡会では、当初よりボランティアの質の向上を目的に各地で研修会が開催されて参りました。しか
しそれは体系化されておらず、研修を積み上げていく必要性を感じる様になりました。おもちゃ図書館活動
の基礎知識や、活動に必要な分野の講座で構成された「TOY らいぶらりあん養成講座」が平成 23 年度から始
まり、これまでに初級講座は 10 地区受講者 464 名、中級講座は 5 地区 198 名となっています。
課題と致しましては、どうしても大きな都市での開催となり、遠くの方はなかなか参加しにくい。また、
中級につきましては 2 日間のプログラムとなっており、時間を取るのが大変とのお声を頂いております。そ
こで平成 30 年度までは現行の内容で開催し、それ以後、課題を解決できるようなシステムにして継続して
まいりたいと考えております。
おもちゃ図書館活動は障がいのあるお子さんや親御さんのホッとできる場所として生まれましたが、現
在は地域の中で様々な方々の大切な居場所として大きな役割を担っています。ボランティアさん一人ひとり
がその役割を自覚し、自信をもって、責任をもって活動できますように「TOY らいぶらりあん養成講座」を
活用して下さいますと幸いです。

２

平成 29 年度は、(公財)損保ジャパン日本興亜福祉財団から「ＮＰＯ基盤強化資金助成」の助成金をいただ
きました。この助成では、おもちゃの図書館全国連絡会が各地のおもちゃ図書館の特色ある活動の情報収集と、
その情報を活用した広報誌やホームページでの情報発信を応援していただいています。今回は 130 号に続き、
特色ある活動の事例収集の一環として「連携と活動の広がり」を中心にした事例を集めました。

「おもちゃ図書館はみんなのもの」
催

地域の高齢者ディサービスでの出張おもちゃ図書館開

☆瀬戸おもちゃ図書館クレヨン☆ 会員 No. ４４５

（愛知県瀬戸市）

おもちゃ図書館活動をするなかで、ボランティアの高齢化が課題となっ
ているところも多いと思われますが、ボランティア自身が楽しめている事
を考えると、
「おもちゃ図書館は高齢者も楽しめるのではないのだろうか」
と思い、平成２９年６月より通所介護（デイサービス）へ出張するように
なりました。
昔からの玩具に懐かしみ、手に取る事で自然と体が動き目が輝くので
す。また、今流行のおもちゃには戸惑いながらも挑戦する姿もあり、感動
を声にする事で姿勢も変化し、より一層の声が出る様になっていました。
最初は無表情な人も、隣の人やボランティアに刺激されて目や口元が緩む
のを見る事ができ、施設職員からは『ここまでの動きがあるのを見た事が
ない』と言われる程で、リハビリ効果も十分にあるのがわかります。最後
には『楽しかった』と、必ずいってくれて、その一言におもちゃの凄さを
実感するのです。（代表 長江満子）

電車の動きにワクワク

チョウが出るゾウにみんな起立！

障がい者通所施設内でのおもちゃ図書館～お互いを認め合う共生社会を目指して～

☆おもちゃ図書館ひつじぐも☆ 会員 No.729

（静岡県浜松市）

「おもちゃ図書館ひつじぐも」の母体は、ＮＰＯ法人・笠井共生活動センターです。当法人は、障がい児
者の支援、療育や就労に力を注いでいます。地元の発達支援センターにも、開館情報を掲示して頂き、障が
いの有無に関係なく利用して頂けるよう心がけています。
当開館場所は、18 歳以上の障がい者の通所施設に併設されています。通常利用の小さなお子様たちもママ
さんたちの理解のもと、トイレに行った時など（すれ違った時）通所の方々の様子を自然体で感じ取って、
お互いを認め合う共生社会を受け入れてほしいと思っています。昼休みなど通所の方達も、おもちゃや絵本
と触れることを自主的に望んで来館されます。おもちゃの持つ＜ぬくもり＞から、彼らなりの‘見る、聞く、
触れる’の躍動感を得ているように思えます。
当法人には、子育て支援を担当する経験豊かな職員（保育士）がおり、来
館者の子育て上の発達の不安や悩みなどにも対応しています。ひつじぐもの
催しとして、無料のベビーマッサージ体験会、おむつ外し講座も開催しまし
た。（平成 29 年度）たっぷりと遊び込んで頂いた後 15 分ほど、ボランティ
アさんのわらべうたあそびや、法人職員の協力を得た音楽あそび、読み聞か
せ、手遊び、工作などを行っています。子どもたちが豊かな情操を育めるよ
う、気軽に安心してどなたにでも利用して頂ける活動を今後もしていきます。
（担当

３

加藤久美子）

イベント時の交流の様子

音楽遊びが楽しみ！発達の気になるお子さんも安心して遊びに来ています

☆合志市おもちゃ図書館『ちゃちゃちゃ』☆ 会員 No.５８５

（熊本県合志市）

おもちゃ図書館『ちゃちゃちゃ』は、発達が気になる子どもとその家族が安心して憩える場として、未
就園児から高校生、合志市社協の児童発達支援センターのこどもたちが毎月１回楽しみにやって来ます。
療育指導の保育士による音楽あそび、制作、ミュージックケア、地域の高校生によるミニコンサートなど
行っています。ボランティアさんがいつも笑顔で迎えてくださり、一緒に楽しく遊んだり下の子を見守っ
て下さるので、保護者も安心して情報交換や子どもとの時間を過ごすことができます。
助成で戴いたおもちゃは子どもたちに大人気です。好きなおもちゃを手に取って遊ぶときの子どもたち
の笑顔は癒しをくれます。棚に写真を貼っているので片づけも上手にできて
います。コミュニケーションが苦手な子どもでも、おもちゃを通して興味や
好奇心、他者との関わり方を学ぶ場になっているようです。また、地域子育
て支援センターでもおもちゃを活用させてもらっており、障がいの有無に関
わらず、子どもたちが心豊かに育ちあえるように見守っていきたいと思いま
す。

(事務局担当

三嶋竹子）

社会福祉協議会との連携とバックアップ、得意分野を活かしながらのボランティア
活動を

☆おもちゃ図書館のおがた☆ 会員 No.670

（福岡県直方市 ）

直方市社会福祉協議会の主導で開設した「おもちゃ図書館のおがた」も今年 10 年目を
迎えました。開館日は毎週土曜日と第 2.4 の火曜日の午前 10 時～午後 3 時で、開館数が
多いのが特徴の 1 つです。1 人 2 点までの貸し出しも行っています。現在は布の手作り
絵本や木のおもちゃなどが約 400 点、児童図書約 900 冊が揃っています。
イベントは 5 月のこどもの日に合わせて私鉄の展示車両を貸し切っての移動図書館、7
月に七夕の集い、12 月のクリスマス会などです。平成 29 年 7 月には 10 周
年記念行事を開催し、音楽あそびやマジックショーを楽しみました。利用
者は未就学児が主で、3～4 年で子どもは入れ替わりますが、子ども達が成
長していく姿を見るのは嬉しいものです。17 名のスタッフはそれぞれの得
意分野（手作りおもちゃ作り、修理、読みかたり、など）を活かしながら、
社会福祉協議会のバックアップで幸せなボランティア活動をさせて頂いて
います。（スタッフ会会長

石黒章友）

10 周年記念イベント

児童発達支援事業所内でのおもちゃ図書館～自由な雰囲気、多種多様な利用の仕方で～

☆おもちゃ図書館えがお☆ 会員 No. 746

（東京都葛飾区）

「おもちゃ図書館えがお」は児童福祉法に基づいた児童発達支援をメイン事業とするＮＰＯ法人が運営し
ています。おもちゃ図書館を開設して 2 年が経ちました。月１回の開館ですが、地域の方にも少しずつ浸透
し、楽しみにしてくれる常連さんも出来てきました。発達に遅れやつまずきのある児童発達支援の利用者に
とっては、普段は親子通所なのですが、きょうだいも一緒に来館できるのが魅力で、母親同士おしゃべりの
花を咲かせたり、ママだけでなくパパも一緒に遊んだり、児童館のように時には赤ちゃんも場を共有したり、
多種多様な利用の仕方が出来るのが受けているようです。中には他の療育
施設に通っている子どもたちの保護者に、セカンドオピニオン的にアドバ
イスを求められたり、支援が必要だけれど、まだ繋がっていないお子さん
が毎回参加して、回を追うごとに成長が見られたり、自由な雰囲気も魅力
なようです。いつも皆でおもちゃを片づけた後、身体を使ったふれあい遊
びを提供しています。保護者に抱っこされた子どもの笑顔はとっても素敵、
保護者の顔も輝いています。（代表

尾花裕子）
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0 才から高齢者まで～おもちゃの素晴らしさ、遊びの楽しさを多くの人に伝えたい
～

☆大分おもちゃ図書館「まこと」☆ 会員 No. 665

（大分県大分市）

2008 年に設置した「大分おもちゃ図書館まこと」は、準備に 1 年を要したので本年で 10 周年になります。
早々と「10 周年の集い」をいたしました。年を重ねるごとに活動の幅と量が広ま
り、増えて参りました。そして、０才から高齢者まで、多くの方々が利用してくだ
さっています
【大分おもちゃ図書館まことの 10 年間の活動状況】
・おもちゃ図書館の通常の開館（別府大学内）
・おもちゃの貸出

1 週間に 2 回

1 か月に 2 回 ・移動おもちゃ図書館

・手作りおもちゃの教室

12 回

7 カ所 12 回

・各種団体のイベント参加（作品展示）9 回

トコトコ人形で遊ぶ子どもたち

・アジア会議に手作りおもちゃ出品（東京）・高齢者を対象としたおもちゃサロン
・子育て支援、高齢者の介護予防の会合におもちゃを使っての支援
【おもちゃ図書館以外の活動】

・発達障害児のソーシャルスキルトレーニング（日曜）

・福祉レクレーションボランティア活動（月 1 回）・24 時間テレビにボランティア参加
中でも「おもちゃ図書館ボランティア九州・沖縄地区研修会」では、別府大学キャンパスで開催し、九州
各地から 170 名もの方々がご参加くださったこと、講演と 3 つの分科会に分かれて研修を終えたことは私
どももレベルアップとなりました。大分県内の方々がおもちゃ図書館のこ
とを知ってくださり、利用していただけるのは、私どもの努力だけではな
く、新聞やテレビ局の方々の記事や放映の力が大きく後押しとなっており
ます。なお、社会貢献としては、施設・幼稚園・保育園への出前活動（子
育て支援・高齢者の介護予防の会合へおもちゃを使っての支援）を行って
おり、各方面からの感謝状をいただいております。日々の積み重ねが大切
であることをスタッフ一同常に心がけて活動しております。（代表

仲間と一緒で楽しい青年学級

たくさんの手作りおもちゃ

井上秀子）

「青年たち」のレジャー活動

☆北本さくらおもちゃ図書館☆ 会員 No. 314

（埼玉県北本市）

北本さくらおもちゃ図書館は平成 3 年に開館しました。おもちゃで
遊ぶことを卒業した青年たちに様々な体験をさせてあげたいと、毎月
1 回「青年学級」を始め、今年年明けの開催が 154 回目となりました。
グループホームにいる子は「今月の青年学級はどこに行くの？」と
電話をかけてきます。週末に自宅に帰る子は「次に帰ったときは青年
学級だからね」と励まされ、それを楽しみに仕事を頑張っています。
私たちのグループはボランティアが 5 人しかいませんが、青年たち
のお父さんやお母さんも手伝ってくれるので、皆でワイワイ楽しく活
動できています。
ボランティアに参加したことから、支援学校の教員になったり、二人目を出産したあとはご主人も手伝っ
てくれるようになったボランティアさんなど、活動の広がりも感じます。大所帯の家族のような仲間との活
動をこれからも長く続けたいと思っています。

（代表
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宮崎まゆみ）

県市社協
情報交換会
3 月 7 日（水）荒川区社会福祉協議会にて、おもちゃ図書館の県の連絡会を支援していただ
いている東京近郊の県市社協の情報交換会を開催しました。平成 28 年度に初めて開催し、今回
は 2 回目。群馬県社協・千葉県社協・静岡市社協・東京都社協
から出席していただき、荒川おもちゃ病院、特別養護老人ホー
ムで行っているおたけの郷おもちゃ図書館子育て交流サロンの
見学の後、情報交換、交流会を行いました。各県市とも、ボラ
ンティア活動でのいろいろな課題を持ちながらも、視察研修会
などでの成果などが報告され、有意義な情報交換となりました。
荒川おもちゃ病院を見学

常陸太田市
おもちゃ図書館勉強会
子様
3 月 9 日（金）茨城県常陸太田市総合福祉会館で、おもちゃ図書
館「あ・そ・ぼ」の運営ボランティアグループ「えがお」のみなさ
んと、かすみがうら市おもちゃ図書館ひよっこ、ひたちなか市おも
ちゃライブラリー、土浦市おもちゃライブラリーの方々と一緒に研
修会が開催されました。
主催者である常陸太田市社会福祉協議会の福地常務理事と「えが
お」代表の栗原あき子さんより挨拶の後、「みんなちがってみんないい おもちゃ図書館で心
のバリアフリーを」というテーマでお話ししました。おもちゃ図書館は、子育て中の親子にと
っても、障害のある子にとっても、ボランティアにとっても、ほっとできる居場所であり、子
どもから高齢者まで多世代の人々と出会い、楽しい経験ができる場であること、障害のある子
とない子が一緒に遊び共育の場であることなどを改めて確認できる機会となったと思います。
ランチをしながらの意見交換では、「おもちゃ図書館には、様々な世代のメンバーがいるの
だけれど、みんなとても仲良しで自分たちにとっても居心地のよい場所になっている」と笑顔
で話されていたのが印象的でした。（おもちゃの図書館全国連絡会 副理事長 鈴木訪子）

ごぞんじですか
おもちゃ図書館

おもちゃ図書館の活動紹介小冊子
「ごぞんじですかおもちゃ図書館」が 7 年ぶりに新たに発行
されました！8 ページのコンパクトな内容となっています。
おもちゃ図書館活動の PR、地域への広報など、幅広くご活用
ください。必要な方は連絡会事務局へご連絡ください。

６

日本における「おもちゃ図書館」はもともと「障がいのあるお子さん」のために始まったボランティア活動
です。今年度は、「障がいのあるお子さんとおもちゃ図書館」について、ボランティアの皆さんの体験やエピ
ソードを通じて「おもちゃ図書館」「おもちゃ」「遊び」など、シリーズで考えていきたいと思います。

「ゆうたさんのプラレール」

千葉県：むつみおもちゃ図書館

川村百合子

息子の川村雄太 29 才。11 年前に養護学校を卒業し地元の工場に就職。今年勤続 10 年で表彰さ
れた。高校卒業後「プリキュア」「ビリヤード」「AKB48」といろいろ趣味を持ったが、５年程前
からプラレールに夢中になり、空いている部屋でプラレールのレイアウトを楽しんでいた。ある時
「誰かに見て欲しいなあ。。。」とポツリとつぶやいた。彼の笑顔の為に今どうしたらいいか？あ
る友人の紹介でむつみおもちゃの図書館に相談して、一昨年の秋から彼はボランティアのメンバー
として、プラレールを走らせ子ども達を楽しませている。ボランティアの方々やお父さん達にも楽
しんで頂いている。彼はスペシャルオリンピック千葉のバスケットにも参加しているが、むつみの
活動の方が楽しい様子。
先月千葉のおもちゃ図書館連絡会でゆうたの活動を紹介して出張もしますと話したら、早速他の
おもちゃ図書館から依頼を受け７月にレイアウトして楽しんで頂く事になり大喜び。
「ゆうた頑張れ！！」️
なお、むつみは障害児者だけを受け入れ活動していますが、
健常の子ども達にもプラレールレイアウトを楽しんで貰えた
らと思っています。私もボランティアのスタッフとして活動
していますが、障害児と健常児と分かれるのではなく、一緒
に笑顔の活動がしていけたら、と願っています。

御 礼
１月２４日、御茶ノ水にある日本出版販売株式会社の本社を訪問し、感
謝状を贈呈しました。日本出版販売株式会社は日本児童図書出版協会とと
もに、『日販よい本いっぱい文庫』運動に取り組み、おもちゃの図書館全
国連絡会が発足してすぐ後から 30 年あまりにわたり、毎年 100 か所近く
のおもちゃ図書館に絵本等を寄贈されてきました。今回の感謝状贈呈は、
永年の絵本等の寄贈による支援に感謝するために行いました。
小泉康代おもちゃの図書館全国連絡会理事長から、平林彰日本出版販売代表取締役（写真左側）と竹
下晴信日本児童図書出版協会会長（写真右側）に感謝状をお渡しするとともに、30 年余りにわたる支援
に対して心からの感謝の言葉を伝えました。平林代表取締役からは、「絵本等をおもちゃ図書館活動に
有効に活用していただいてとても嬉しい、今後とも『日販よい本いっぱい文庫』の活動を通じて皆さん
を応援していきたい。」との言葉をいただきました。毎年 12 月には、段ボール箱一杯の絵本や児童図書
が届きます。新しい本を手にした子どもたちの喜ぶ顔が浮かんできます。
（おもちゃの図書館全国連絡会
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事務局長

藤田満幸）

インフォメーション

☆平成 30 年度

特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会

総会

■日程：平成３０年６月８日（金） 13：３０～１５：００
■会場：アクロスあらかわ（東京都荒川区）

☆一般財団法人日本おもちゃ図書館財団助成金
☆平成 30 年度

募集中

おもちゃセットの助成事業

締切：平成 30 年 5 月 25 日

１）既設のおもちゃ図書館対象）おもちゃセット
２） 新設のおもちゃ図書館対象：おもちゃセットと備品購入資金

☆山科直治記念「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」

締切：平成 30 年 5 月 25 日

詳細は一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の HP にてご確認ください。
会員のおもちゃ図書館には別途要綱をお送りします。

～事務局より～

【おもちゃ図書館に関するご相談について】

おもちゃ図書館に関するご相談、お問い合わせ等は事務局にて随時承っております。 おもちゃ図書館に遊
びに行きたい、ボランティアをしてみたい、助成金、新規立ち上げ、研修・・などなんでもどうぞ！
火～金 10：00～17：00
TEL:０３-６８０７-８８１３
Ｅ-mail:renrakukai@toylib-jpn.org

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）
☆賛助会費
（株）メガハウス 今井昌子 上村和子 成田道子 千葉礼子
福田めぐみ 清水洽子 山下和子 ボラティアサークルひまわり
Atelier n.

☆寄付
川口美代子

篠原敬子

田中智子

【賛助会費・寄付の口座】

☆物品寄付
（有）ユープランニング

≪ご支援のお願い≫
当連絡会は、子どもたちの様々
なニーズに応え、地域福祉の要と
なる各地域の「おもちゃ図書館」
を応援しています。ぜひ皆さまか
らのご支援、ご協力をお願い申し
上げます。

（一社）日本玩具協会

☆日本出版販売（株）より「日販よい本いっぱい文庫」を
全国９９カ所のおもちゃ図書館に贈呈していただきました。

三井住友銀行 町屋支店
口座番号 普通７０１３９３０
（口座名）
特定非営利活動法人
おもちゃの図書館全国連絡会

＜編集後記＞
今年の冬はともかく寒かった。各地の天気予報やテレビのニュースで積雪が何センチとか何メートルとか
聞くと、それだけでもう寒い。福岡も例外ではなく、雪の日は子ども達の歓声があちらこちらで聞こえた。
雪だるまに雪合戦。普段できない遊びを大いに満喫。たまの雪はこんな風に遊びで楽しめるが、積雪が生活
と直結している所はほんとに大変だと映像を見て思う。でも、もうそこまで春が来ている。待ち遠しかった
春だ！

春！

皆さんの地域のお便りもお待ちしています。

（篠原）
（編集委員：安達、岸、篠原、園山、藤井）
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