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～おもちゃ図書館への期待～

（№６６）

公益財団法人共用品推進機構
事務局長・専務理事

星川

安之

この文書を書かせていただくにあたり、おもちゃの図書館全国連絡会のホームページを
改めて拝見すると、おもちゃ図書館の起源が、スウェーデンでなくアメリカであったこと
を初めて知りました。そして、電動歯ブラシ、温水洗浄便座の開発、普及との共通性を思
いました。
電動歯ブラシは、アメリカのオプティバ社が手の不自由な人に開発し、価格を下げる目
的で、国内の富裕層にも広報したところ、需要が広がり、欧州で国際的な流通を行ってい
る、フィリップス社（オランダ）、ブラウン（ドイツ）が手掛けるようになり、日本では
パナソニック社が電池式で軽量、持ち運びしやすいという工夫を加え、広い年齢層におけ
る歯の健康に寄与しています。更に温水洗浄便座はアメリカでアメリカンビデ社が痔の人
のために、スイスのクロスオマット社が、戦争で手が不自由になった人のために足でスイ
ッチを入れる温水洗浄便器を開発し、その後、日本の TOTO 社、LIXIL 社が輸入、多くの
検討の元、改良と社会的インフラ整備を繰り返し、今では日本の家庭 80％以上に普及する
に至っています。
1970 年代からはじまった日本のおもちゃ図書館は、海外の事例も参考に、さまざまなや
り方・考え方を許容しながら、進化を続けていることで、今では障害の有無にかかわらず、
多くの子供や大人の人たちになくてはならない存在になっています。
各地のおもちゃ図書館では、おもちゃそのものから及びおもちゃを通じての貴重な発見
やかけがえのない人との出会いが、半世紀に渡り繰り返し行われ、無数の良かったことが、
生まれてきていると想像します。
国際的には国連で制定された障害者権利条約を多くの国が批准、日本も法改正の後、批
准し「共生社会」に向けての舵がきられています。けれども、まだ頭の中だけで議論し、
頭の中だけで理解しての名ばかりの「共生」も少なくないと感じます。
そんな中、半世紀かけて「共に」を実行、継続してきたおもちゃ図書館から、真の「共
生社会」が更に広がっていくことを信じ、願っています。
【プロフィール】 1980 年４月(株)トミー（現タカラトミー）入社。同年 9 月、同社、ＨＴ研究室新設・
配属。1999 年４月財団法人共用品推進機構が設立され、専務理事に就任、現在に至る。平成 26 年度工
業標準化事業 経済産業大臣表彰受賞。第 15 回本間一夫文化賞受賞。著書に「共用品という思想」、「ア
クセシブルデザインの発想」共に岩波書店など多数。

１

TOY らいぶらりあん養成講座【中級】
2018 年(平成 30 年）９月 29 日（土）30 日（日）
会場：北海道江別市野幌公民館２F
平成 23 年度から開催されてきた TOY らいぶらりあん（おもちゃ図書館ボランティア）養成講座の中
級が、北海道江別市にて開催されました。全 6 講座、長丁場の講座ではありましたが、江別市、札幌
市ほか道内各地のおもちゃ図書館の皆さまにご参加いただき、充実した 2 日間となりました。おもち
ゃ図書館活動のみならず、日常生活やそのほかの様々な活動にも活かせる内容となりました。

講座Ⅰ

五十嵐教行氏

講座Ⅱ

谷川松芳氏

講座Ⅳ

後藤哲子氏

☆講座内容☆
【1 日目】
おもちゃ図書館の位置づけと活動の動向
＜講座Ⅰ＞「傾聴」
講師/北海道総合福祉研究センター
理事長

五十嵐教行氏

＜講座Ⅱ＞「コミュニケーション力」
講師/北翔大学
元教授・現非常勤講師

谷川松芳氏

＜講座Ⅲ＞
「おもちゃと遊びと子どもの発達」
講師/NP0 法人おもちゃの図書館全国連絡会
副理事長

髙村豊

【2 日目】
＜講座Ⅳ＞「家族支援」
講師/ 釧路市おもちゃライブラリー
ボランティアサークルあそぼ
代表 後藤哲子氏
＜講座Ⅴ＞
「地域共生社会とおもちゃ図書館」
講師/NPO 法人おもちゃの図書館全国連絡会
副理事長 鈴木 訪子
＜講座Ⅵ＞ 情報交換
～おもちゃ図書館の今後の方向～
グループワーク

【アンケートより】
・大変勉強になりました。自分の価値観を押し付けている
ことにビックリです。今日のことを考えて人に接しようと
思います。最後には涙目になるくらい先生のお言葉に感動
しました。（講座Ⅰ）
・挨拶の方法で印象がこんなに違うんだと感じました。
「コ
ミュニケーションの学びは自分の生涯学習です。」この言
葉を胸に刻みます。（講座Ⅱ）
・おもちゃが大好きな方からそのままストレートにおもち
ゃの素晴らしさが乗り移る様です（講座Ⅲ）
・具体的で実践を多く仕事として体験しているお話しに
は、説得力がありました。（講座Ⅳ）
・おもちゃ図書館の意義や地域の中での位置付がとても理
解できました。もっともっとやさしく関わりあえる社会を
目指したいです。（講座Ⅴ）
・とても皆さんのエネルギーがすごかったです。子どもが
好き・人が好きなのでまだまだ頑張ります。ボランティア
の人たちが増えて下さるのが希望です。（講座Ⅵ）

２

【TOY らいぶらりあん養成講座に参加して】
江別市おもちゃ図書館

ボランティア

平見久美子

台風２１号の倒木被害の残る江別で養成講座が開催されました。今回の講座は１０時間以上
の座学。どの講座もおもしろく講師や受講者の方々のお話しに頷く事ばかり。笑いあり涙あり
のあっという間の二日間でした。傾聴の大切さと難しさ、ハイテクな物が多い昨今、手作りや
良質なおもちゃの大切さを学びました。
私の２４歳の三男は、重度の自閉症で２０年前おもちゃ図書館の会員になり、私が少しの手
伝いをはじめて１０年。今も本人の希望で布の絵本や木・動物のおもちゃを借り皆さんの支え
で親子の居場所にしっかりなっています。
荒川区の中学生の募金を持参された先生、台風２４号の直撃で大変な中での皆さんの熱い思
いに感動です。おもちゃ図書館の未来に困難は多いと思いますが、多くの方々の尽力に感謝し、
日々の活動を丁寧に続けたいです

震災から 7 年

南三陸町からの便り

『平成最後の秋、南三陸町いそひよから・・・・』
十五夜のお月様に、ススキや萩・団子と季節野菜をお供えする平
成最後の秋。ほぼ全ての世帯が仮設住宅から終の棲家(災害公営住
宅や自宅再建)に移り、新たな日常そして、昔ながらの風情を穏や
かに愉しめるようになりました。
南三陸町では、大津波に襲われた地域には住宅を建てず、高台に住
みましょうという『職住分離』が行われています。おもちゃの図書館
はじめ、障がい者や高齢者の施設も、津波の心配のない高台や山奥に
整備されつつあります。
今後は、通院・通学や買い物等の移動、介護や療養など様々な包括
的支援が重要な課題となってくるでしょうが、顔見知りの多い地域で
もありますので、きっと大丈夫だと思っています。
【南三陸町福祉健康まつり】でおもちゃ広場を開設するため、『いそひよ』でも準備をしまし
た。小泉理事長や仲間の方々が駆けつけて下さるイベントは、全国の皆さんの応援も感じられ
ます。これからも完全復興に向けて、ご指導ご支援よろしくお願いいたします。
南三陸町おもちゃの図書館いそひよ代表 鈴木清美 会員一同

南三陸町福祉健康まつりに参加

2018 年 9 月 30 日（日）10 時～14 時
南三陸ベイサイドアリーナ
今年も「南三陸町おもちゃの図書館いそひよ」の
みなさんと一緒におもちゃ広場開催し、おもちゃの
コーナーと、マイバックつくりをしました。
福祉祭りがはじまると同時に、おもちゃ図書館の
ブースに子どもたちが遊びにきて、1 日賑やかに過
ごしました。

３

特 集
おもちゃ図書館は全国各地で様々な形で開催されています。主に公共施設を利用しているボラ
ンティアグループが主流でしたが、現在は多岐にわたって設置場所が広がっています。
≪30
周年≫
古民家カフェ＆駄菓子屋に併設

☆☆市川おもちゃの図書館カフェサンタ（会員 NO.702）千葉県市川市
2017 年の５月に市川市の京成国府台駅から０分のところの古民家
を借りて、駄菓子屋とカフェと一番奥におもちゃ図書館を併設してい
る施設をオープンしました。みんながほっとできる、何時間でもゆっ
くりしていけるような場所を目指しています。近所に児童館などがな
いため、午前中は赤ちゃんとママたち、幼稚園児のママたちがランチ
に来たり、夕方からは、近所の放課後等デイサービスの障害を持つ子
どもたちが駄菓子やかき氷を買いに来てひと遊びしていきます。
今年の４月から月に１回、子ども食堂事業としてサンタ「みんなの
食堂」を運営しています。地域柄、生活困窮者の方、シングルマザー
たち、障害を持つ方々が多いので「みんなの・・・」としました。沢
山のボランティアスタッフが力を貸してくれています。活動に賛同し
てくださる方々から、お米や野菜、お菓子などの食材を無料で提供し
ていただいていますので、子ども無料、大人 300 円でお出ししていま
す。手品を見せてくださる方、バックギャモンというボードゲームを
教えてくださる先生もいて、美味しい、楽しい時間を過ごします。
最後に、一軒の建物を借りるのは勇気がいりましたが、多くの方々の交流の場となり、中心
におもちゃ図書館があることを嬉しく思います（西宮敬子）
病院での移動おもちゃ図書館

☆☆ちばおもちゃ図書館（会員 NO.742）千葉県千葉市
一生の中で出会える人は限られます。一緒に遊ぶ時間や場を過ご
すとしたらなおのことです。だからこそ一期一会を大切にしたいと
思います。
千葉大学医学部付属病院でおもちゃの広場をしたときに クーゲ
ルバーンで繰り返し遊ぶ男の子に出会いました。治療とは違い集中
して遊ぶ楽しい時間になったようです。たまたま出会って過ごした
楽しい時間、ちいさな出来事の一つにすぎないのかもしれません。
でもそのお子さんのお母さんに「夢のある活動です」と言っていた
だきました。
一緒におもちゃで遊ぶ、簡単な工作をする、アナログゲームで遊
ぶなどしながら、病院でもボランティアだからこそできることがあ
ると思うのです。
千葉大学医学部付属病院では、お子さんだけでなく大人の病棟に
も行くようになりました。アナログゲームの日ということで、月に
二回程度ですがラウンジで一緒にゲームを楽しみたいと活動してい
ます。（齋藤雅代）
４

保育園でのおもちゃ図書館

☆☆町田おもちゃの図書館（会員 NO.13）東京都町田市
1982 年６月、町田市三輪町の自宅を開放して「障がいを持つ子も持たない子も一緒に遊べる
場所」おもちゃの図書館が始まりました。2002 年 11 月、三輪あいこう保育園開所に伴い、お
もちゃの図書館も移動しました。前場所からは同じ町内で徒
歩５分位の所です。保育園内でのおもちゃの図書館は、地域
の親子は勿論のこと、保育園児も来て遊びを広げられると同
時に、より多くの人との関わりをおもちゃを通して経験でき
ます。
小さい赤ちゃんが横になっている所にはそっと通り、
一 緒 に 遊 ん だ り お も ち ゃ の 貸 し 借 り を し た り 。そ ん な 場
面を利用するお母さんからは、同年齢だけでなく大きい
お兄さん、お姉さんたちと遊べて嬉しいという声があり
ま す 。ま た 、地 域 の お 母 さ ん 同 士 の ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝも 大 切 で す 。
町田市では出産した保護者に保育園へのマイ保育園登録
を勧めています。我園では開館日をお知らせして、登録
の た め に 来 園 し や す い よ う な 工 夫 も し て い ま す 。ボランテ
ィアさんや色々な方の協力に感謝して、これからも暖かい居場
所作りを心がけ続けていきたいと思います。（吉浦三知子）
他にもいろいろ、こんな場所で
☆高齢者施設

おもちゃ図書館きらっと
（長崎県）

☆街の不動産屋さん

おもちゃ図書館千石こじゃり
（東京都）

☆放課後等ディサービス

にじのひかり教室おもちゃ図書館
（愛知県）

【特集に寄せて】
（日本でボランティアによるおもちゃ図書館活動が始まった）35 年ほど前と比べると、福祉制
度や教育制度が充実して参りました。障害のある方たちが、外出することも多くなって参りま
したが、その制度の充実がある意味、地域でのふれあいを少なくしているようにも思います。
地域でのふれあいの機会が減っているのは、社会全般的にすすみ、隣の方がどんな方かを知ら
ずに生活されている方が多くなってきたのではないでしょうか。
おもちゃ図書館活動は、地域の中で様々な方々が出会い、触れ合える場所です。「おもちゃ」
「子ども」「ボランティア」三つそろえばどんな所でも活動できます。公共施設のみでなく、
商店街でも、住宅地でも、病院でも、スーパーでも、老人ホームでも、どこでも、人と人が出
会える場所がおもちゃ図書館の開館場所になります。本当の意味の共生社会を作る大切な活動
です。様々な場所でおもちゃ図書館が開かれることで、心のバリアフリーを育て、誰もが生ま
れてきてよかったと思える社会づくりを進めてまいりましょう。
（おもちゃの図書館全国連絡会理事長 小泉康代）
５

新入会のおもちゃ図書館をご紹介します！どうぞよろしくお願いいたします。

☆☆おもちゃ図書館なないろ（NO.757） 埼玉県春日部市
春日部市地域子育て支援拠点ぽっけのおうちにて、平成 30 年 4 月より毎月第 2、4 火曜日の
10 時～15 時まで、おもちゃ図書館なないろを開設しています。
毎月開設日に行うことをお知らせし、０歳から参加出来るような季節
の製作や、牛乳パックやミルク缶などの廃材を使った自宅で遊べるおも
ちゃ作り、年齢に合わせた絵本の選び方の紹介などを行っています。
開設場所となっているのは一戸建ての住宅で、来所した方々がセカン
ドハウスのようにリラックスして過ごして頂けるような場作りを目指し
ています。そのような特長を生かし、来所した方がゆったりとした雰囲
気の中で時間を共有することで、子育ての話などをしながら自然とコミ
ュニケーションを深める姿が見られます。少しずつ活動が定着してきた
ので、今後様々な方に利用して頂けるよう、発達に関する個別相談やミ
ニ講座などを併せて行っていきたいと思っています。（山本桂子）

☆☆おもちゃ図書館タートル（NO.758） 沖縄県本部町
平成 29 年度から念願のおもちゃの図書館全国連絡会への入会が決まり喜んでおります。
おもちゃ図書館タートル誕生のきっかけは、平成 3 年、発達に遅れのある子ども達の保育所
待機児童が多く、保育所入所に向けての受け皿として開館しました。活動の主体はボランティ
アと本部町社会福祉協議会です。
平成 9 年からは、日々の活動の場所確保が難しくなり、活動内
容としては「障害児通所支援事業所へのおもちゃの貸出し」
毎年行われる「こいのぼり掲揚式」「福祉祭り」「クリスマス
会」への参加のみでした。平成 27 年度から本部町社会福祉協議
会の計らいで、おもちゃ図書館のスペースが確保できるように
なりました。おもちゃが古くなったり、少ないですが、多くの
ボランティアの皆さんと一緒に楽しいおもちゃ図書館になるこ
とを目標としています。（上間光子）

☆☆おもちゃの図書館「すくすくちゃん」 （NO. 759） 滋賀県近江八幡市
平成 28 年 12 月、おもちゃの図書館「すくすくちゃん」を「NPO 法人子育てサポートおう
みはちまんすくすく」の古民家で開館しました。
地域の子どもや高齢の方などが気軽に立ち寄り、また、併設されている介護事業所「すくす
くの館」の利用者さんたちとともに、世代間の多様な交流ができる居場所として始めました。
子どもたちを見守るお年寄りのまなざしは温かく「かわいいなあ」「懐かしいなあ」と思わ
ず笑顔が溢れ、親子もその笑顔に応える姿があり、和やかな雰囲気が漂っています。
それぞれが自由に遊び始めると、ちょっとしたハプニングで笑いが起こり、自然と会話が生
まれ、改めておもちゃや絵本の力はすごいなあと感じていま
す。
また翌年４月から近くの古民家もお借りし、月一回親子で
遊ぶ広場を行っています。何れも、古民家という歴史と文化
が漂う佇まいは、訪れた方から、何かホッとできる空間が漂
っており、気持ちまでもゆったりしますと感想をいただいて
います。ここでは、みんなが様々な人と出会い、繋がって支
えあっていけるよう活動しています。（榊原かず子）
６

「地域の子育てに貢献」
常陸太田市おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」（茨城県）

栗原あき子

今年度地方世話人に加わらせていただきました栗原です。微力ではありますが、でき
る限りのことはしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
最近「あ・そ・ぼ」では、赤ちゃんや 1・2 歳のお子さんの利用が増えていて、お母
さん同士の交流も見られるようになりました。毎年イベントを実施していることで、お
もちゃ図書館が認知されてきていると実感しているところです。市の乳児相談で、おも
ちゃ図書館を紹介させていただいてるのも、利用につながっているのかなぁと思いま
す。「子どもが気に入るおもちゃがわかるので助かる」という利用者さんの声も聞かれ
ます。
人気のおもちゃはというと、手作りおもちゃの魚釣りも人気ですし、木のおもちゃも
人気です。どれも良く遊んでいて選び難いですが、敢えて 3 つ紹介するなら、乗り物・
音楽が流れる物・アンパンマンやトーマスなどのキャラクター物が特に人気です。
おもちゃ図書館の活動は、色々勉強になりますし、ボランティア同士の交流、そして
何より地域の子育てに貢献していると感じています。

ショベルカー

アンパンマン
しゃかしゃかボール

ボランティアサークル
「えがお」の皆さん

子育て応援 TOKYO プロジェクト in お台場
2018 年（平成 30 年）9 月 8 日（土）
アクアシティお台場
主催：子育て応援とうきょう会議 共催：東京都
東京都のイベントに今年も参加しました。企業や NPO
等が、協働で実施した先駆的な子育て支援の取り組みを広
めることを目的とし、子育て応援とうきょう会議が実施す
るイベントです。メインステージでは、子育て中のタレン
トさんによるトークショーやキャラクターショー、展示ブ
ースでは子育て関連企業や団体による取り組み紹介が行
われました。おもちゃ広場は終始大勢のお子さんでにぎわ
っていました。
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インフォメーション

☆TOY らいぶらりあん養成講座【初級】

平成３０年度子どもゆめ基金助成事業
■日程：2019 年（平成 31 年）２月 23 日（土）
■会場：静岡市中央福祉センター（静岡市葵区城之内町１－１）

☆事務局・年末年始のお休み☆

事務所移転のお知らせ
2018 年６月 28 日 事務所が移転しました。

12 月 28 日（金）～1 月 7 日（月）
お急ぎのご用件のある方は
メールにてご連絡ください。

【新住所】 〒116-0014
東京都荒川区東日暮里２－２５－１１
※電話番号、FAX 番号、メールアドレスは変わりません。

【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

新入会員のご紹介
≪NO.763≫陽向ぼっこおもちゃ図書館（北海道白糠町）
≪NO.764≫みんなのふくろうおもちゃ図書館（東京都豊島区）

≪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

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）

各地域の「おもちゃ図書館」を応援

☆賛助会費
箭内貴史 榊原かず子 澤佐景子 丸谷一郎 片桐貞子 岸節子 安達健司
鹿浜かよ 水ノ江智津子 清水洽子 井上ミヤ子 三宅正臣 川上明子 増保雪絵
明誠税理士法人 （株）make おもちゃの図書館ぐりん・ぐりん
おもちゃ図書館ぴっころ あしかがおもちゃの図書館 おもちゃ図書館いっぽの会
浦和トイライブラリーおもちゃ箱 札幌発寒おもちゃライブラリー
おもちゃライブラリーがんこっこ よどがわおもちゃ図書館ろばの子 函南おもちゃ図書館
苫小牧市おもちゃライブラリー 二子おもちゃ図書館ぽっぽ おもちゃ図書館紙ふうせん
ひまわりおもちゃ図書館 七尾市おもちゃ図書館こあら なかまおもちゃライブラリーポッポ
南三陸町おもちゃの図書館いそひよ 裕の会友遊おもちゃ図書館
☆寄付
那須雄治
☆物品寄付 (株)ユー・プランニング (株)make

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。

【賛助会費・寄付の口座】
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＞

平成最後の夏は、日本全国で災害の多発した年でした。その中で、地震のあった北海道のどこ
の避難所だったか忘れてしまいましたが「子どもの遊び相手が欲しいとの事です」と、リポー
ターが言いました。今まで後回しにされていた子どもへの対応が素早いと、少しホッとしまし
た。おもちゃの図書館は昭和に始まり、平成を乗り切り、来年次の時代を迎えます。災害の少
ない、子ども達が笑顔で溢れる日本列島で、おもちゃの図書館はどんな変化をとげるのだろう
か。楽しみです。（篠原）
（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）
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