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～「おもちゃ図書館」が「親子のあそびの安全基地」になりますように～

（№６６）

2 月 16 日、大阪府枚方市の牧野おもちゃライブラリーの 35 周年のお祝いの会に参加
しました。代表の鈴木早苗さんご夫妻は、障がいのある子どもをもつ親で、小林るつ子
さんの著書「愛のおもちゃ図書館」を読み、自分たちの住んでいる町にもと、おもちゃ
図書館を作りました。
同じように、荒川区でも障がいのある子どもをもつ親たちが、荒川おもちゃ図書館を
作りました。当時は、障がいのある子どもたちが、遠慮なしで遊べる場所は、地域には
ありませんでした。お母さんたちが、骨を休める場所もありませんでした。「おもちゃ
図書館」は、子どもたちがどんなに走り回っても、「すみません」と謝らなくてもよい
場所であり、お母さんたちがゆっくりとおしゃべりし愚痴をこぼせる場所でした。そし
て、障がいのある子どもの兄弟姉妹も、お母さんやボランティアをひとりじめにできる
場所でした。
同じ思いを持ったボランティアの手で、「おもちゃ図書館」は、全国各地に活動が広
がり全国社会福祉協議会ボランティア活動振興センターの支援により、おもちゃの図書
館全国連絡会ができ、交流と情報交換ができるようになりました。
当時、おもちゃライブラリーの鈴木さんからも、枚方市では、障がいのある子もない
子も一緒に学ぶことができるインクルーシブな教育環境があること、知的障がいのある
人たちへのガイドヘルパー派遣の事業が全国にさきがけて取り組まれており、一歩も二
歩も進んでいるという情報をもらい、私たちの町にもと、働く場づくり、レスパイトケ
ア、移動支援、余暇活動づくりなどを進めてきました。そして、現在では障がいのある
子どもたちへの公的なサービスは、本当に豊かになりました。
しかし、地域を見わたすと生きづらさを感じながら暮らす子どもたち、誰ともつなが
らずに孤立して暮らしている親子がいることに気づきます。地域のつながりが希薄にな
り、気軽に SOS を出せる関係がもちにくい、気になる親子がいても声をかけることがで
きないなど、そのために子どもたちを守ることができず心痛む事件も起こっています。
「おもちゃ図書館」の活動の原点は、地域で孤立しがちな親子が安心していられる「遊
びの安全基地」です。そして、何よりも、困っている人がいたらほっとけないおばさん、
おじさんたちのボランティア活動です。どうぞ、あなたの地域のなかに暮らす「おもち
ゃ図書館を必要としている子どもたち、親たち」に、みなさんの手が届きますように・・・
認定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 鈴木訪子

１

山科直治記念

文化・スポーツ・レジャー活動支援助成事業

一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の「山科直治記念 文化・スポーツ・レジャー活動支
援助成事業」は、おもちゃ図書館の運営充実と活性化をはかるとともに、子どもの遊びが潤い
のある豊かなものになることを目的として実施されています。対象は、おもちゃの図書館全国
連絡会の会員、対象事業は①文化活動（観劇、観賞会、料理教室、音楽教室、コンサート等）
②スポーツ活動（スポーツ教室、スポーツ観戦、旅行、遠足等）③レジャー活動（お楽しみ会、
クリスマス会、誕生日会、謝恩会等）となっています。令和元年度は、20 館が助成を受けま
した。

☆☆野外で楽しむ交流イベント

東京都文京区

おもちゃ図書館おひさま

ご支援いただいた助成金で、大量の手持ち・吹き出し花火を
楽しむ花火大会と、動物園ライターさんを招いての屋外交流イ
ベントを開催しました。日頃利用されている方の友人親子、興
味があったけど飛び込む勇気がなかったという親子、ホームペ
ージの案内を見て参加された親子など、今までおもちゃ図書館
おひさまに遊びに来たことのない方たちにも、とても多く参加
していただきました。
ボランティアメンバーと直接交流したり、子どもたちがイベ
ントを楽しむ中で、『人柄に安心したので、ぜひ開館日に遊び
に行ってみたい』『家族ではできない貴重な経験に、子どもに
とって大きく成長した日になりました』という嬉しい声をいた
だいています。子どもが活発過ぎて児童館などに連れていくこ
とを遠慮してしまっていた方も、気軽に話せる家族と出会えた
り、子どもが積極的に参加する姿に安堵されていたので、非常
に有意義な機会となりました。(髙山陽介)

☆☆クリスマスおたのしみ会
東京都立川市

子育て交流広場立川おもちゃ図書館ぱれっと

開館七周年を記念してクリスマスお楽しみ会をいたしました。令和
元年 12 月 12 日、午後１時半から３時まで、場所は立川市柴崎会館
一階多目的ホールです。以前は学童保育所として使われていた広々と
した部屋です。来てくれたお客様はお子さんが 29 人、保護者の皆様
が 22 人、支援スタッフは 20 人でした。
最初のプログラムは、スタッフによる「にこにこ家族」。うちわに
描いた祖父母、両親、お兄ちゃん、お姉ちゃん、赤ちゃんの七人家族
です。赤ちゃんを中心にみんなニコニコと歌い踊っています。
つづいては本日お越しいただいた、大竹龍先生。ギターを抱えて颯
爽と登場です。先生は、東大和東保育園の若くてハンサムな園長先生
であり、男性保育士グループ「絵本男子」の代表でもいらっしゃいま
す。歌を歌ったり、スケッチブックを丸くくりぬいた穴から顔を出し
ての紙しばい。ユニークなアイデアと楽しいお話にみんな大喜びでし
た。保護者同士の簡単な自己紹介もあって、和やかな雰囲気です。子
供たちも伸び伸びと動き回っていました。
その後クリスマスの歌をみんなで歌い、最後はスタッフ手作りのプ
レゼントをお母さんと子供達にさしあげて、お開きとなりました。
(山根三枝子）
また来年も元気で遊びに来てね。
２

第 2 期 TOY らいぶらりあん養成講座（初級）
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」。
今年度より「第 2 期 TOY らいぶらりあん養成講座」と形式を新たにし、一回につき 1 講座から開催で
きる形にしました。主催は各地のおもちゃ図書館や地域連絡会として、身近な場所で、より多くの方に
受講していただきたいという趣旨です。
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。おもちゃ図書館はどなたでも参加できる「ボ
ランティア活動」ではありますが、ボランティア自身がその活動の質を高め、おもちゃ図書館活動をよ
り活性化していく役割を担っていただきたいという思いを込めています。
今年度は 6 月の函南町おもちゃ図書館に続き、１月に愛媛県新居浜市において「地区ネットワーク支
援事業」助成金を利用して初級講座が開催されました。ぜひ皆さまの地域でも、新たな形式の「TOY ら
いぶらりあん養成講座」を開催してみませんか。

えひめ地区ネットワーク活動事業
主催：愛媛県おもちゃ図書館連絡会
新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ
共催：認定特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会

令和 2 年 1 月 28 日（火）新居浜市総合福祉センターにて「TOY らいぶらりあん養
成講座初級」が開催されました。中国、四国地区のおもちゃ図書館などから 22 名が
参加し、認定 NPO 法人おもちゃの図書館全国連絡会、小泉康代理事長の「おもちゃ
図書館の歴史と意義」についてお話をお聞きしてたいへん勉強になりました。参加者
からは、「わかってるようでもわかってないことがたくさんあって、今日、なるほど
とおもちゃ図書館のことがよくわかり本当に良かった」という声などが寄せられまし
た。
午後は「えひめ地区ネットワーク活動」として「ニンジンさん・ダイコンさん・ご
ぼうさん」の指人形を作りました。みんな頑張って完成しました。
中四国地区から東京で開催する事業にはなかなか参加するのは難しく、今回のよう
に理事長さんに来ていただき、同じ思いの人々と同じ時間を過ごせることは本当にう
れしいありがたいことでした。さあ、講座で勉強したことを胸に、作った指人形で子
供と遊びましょう。
（新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ 松山明子）
【アンケートより抜粋】
・長い間の努力と継続がボラン
ティアの働きと実績になって
いると感心しました。
・意義や歴史について、日々は
何となく過ぎておりますが、こ
うして再確認の機会を頂け、ま
た前に向かって頑張れる力を
与えていただきました。
・会員の高齢化も必ずしも悪い
ことではなく、高齢になっても
参加できるボランティア活動
である・・ということを聞き、
目からウロコでした。
【3 月 2 日に常陸太田市にて開催予定だった「初級講座」は新型肺炎感染拡大防止のため延期となりました】

３

特集

いろいろなおもちゃを楽しもう！

「おもちゃ図書館」と言っても、全国約 370 カ所、様々な形のおもちゃ図書館があり、使
われている「おもちゃ」についても多種多様なものがあります。おもちゃ図書館でのおすす
めのおもちゃや、いわゆる「良いおもちゃ」というものはいろいろありますが、誰かにとっ
ての「良いおもちゃ」「大切なおもちゃ」は他の人が決めることができるものではありませ
ん。一方で、たくさんあるからこそ「何を選んでいいのかわからない」「もっと子ども達に
おもちゃの楽しさを伝えたい」という、活動するボランティアの皆さんの悩みの種も「おも
ちゃ」そのものにあったりします。
今回は、数あるおもちゃの中から「おもちゃ図書館だからこそ」と言えるおもちゃについ
て特集します。市販のもの、手作りのもの、障害のある人にも楽しむことができるもの・・
など、どんなおもちゃがあるでしょうか。

さかな釣り、的あて類の布おもちゃは子どもたちにとても人気があります。月齢が低くても、
しっかり釣りのまねをする姿に驚くこともあります。的あてのボールを投げることはもちろ
ん楽しいのですが、ベりべりと剥がしとるのも子どもには魅力があるようです。大きさも種
類も、作り手の工夫や独創性が発揮され、見るだけでもわくわくした気分になります。
ままごとの食材もフェルトを中心に手作りおもちゃがたくさん制作され、人気があります。
布おもちゃや布絵本は、お母さん方がまずは手に取って遊ぶ姿を良く見かけますね。

大型コリントゲーム
きれいなベルの音が響きます！

玉転がし、クーゲルバーン系のおもちゃ
サイズや種類もいろいろ、玉や車が転がる
様子を,繰り返し楽しむことができます。

４

スフィアボール
大きくなったり小さくなったり、
動きにサプライズ感があります。

積み木や紙コップを大量に使い、積み重ねて大勢でダイナミ
ックな遊びを展開することもできます。集中して積み上げる
姿が見られ、大きく仕上がっていくと、子どもたちも大人も
夢中になっていきます。仕上がったときの達成感、満足感、
そしてそれを一瞬で壊す楽しさも味わうことができます。

バスケットボールゲーム
ハンドアーチェリー

エアホッケーゲーム

バルーンもおもちゃ図書館
では大人気。赤ちゃんから大
人まで、いろいろな楽しみ方
がありますね。

プラレール
大きく広げたり、複雑にした
り、線路はどこまでも続きます

障害のある方の年齢が上がると「おもちゃではもう遊ばなくて」とい
う声も聞きますが、学齢期以降、成人になっても楽しむことができる
遊具やおもちゃはたくさんあります。簡単なルールがあるゲーム類、
特に今アナログゲームの人気が高まっています。アナログゲームとは、
昔からあるカルタやトランプなども含めたカードゲーム、ボードゲー
ムなど、非電子のゲーム類です。ハンデをつけたり、遊ぶ人に合わせ
てルールを簡単なものにするなど、楽しみ方はいろいろです。

トランプ楽しんでいます！

「マンカラ」
市販のものも各種あります。
手作りで工夫して作ることもできます

おもちゃ図書館では、手作りのおもちゃが多くみられます。
これは世界で一番古いおもちゃで、3000 年前からエジプトの子ど
もたちが遊んでいました。
写真のマンカラは、ビールの空き缶の底の部分を板に固定して
あります。おはじきを時計の反対周りに一個ずつ配り、自分の陣
地の皿から早くなくなった人が勝ちというゲームです。中近東や
東南アジアの国々で盛んでいろいろな名称、ルールで遊ばれてい
ます。4 名で遊ぶものも日本で開発されています。認知症の人の
リハビリにも活用されています。
（にじのひかり教室おもちゃ図書館 髙村豊）
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。

☆☆おもちゃ図書館りゅうせいえん（NO.765） 熊本県人吉市
「おもちゃ図書館りゅうせいえん」は、2018 年 11 月に特別養護老人ホーム龍生園地域交流ス
ペースの一画に開設し活動をしています。常駐するスタッフはおらず、施設職員で運営してい
ます。未就学児向けに毎日（年末年始などを除く）開館しており、これまでに、大人・子供延
べ 2,000 名を超える方に利用していただいています。
地域の未就学児やその家族の交流の場になることはもちろんのこと、施設入居者（高齢者）
と子どもたちの交流の場になることも目指しており、おもち
ゃが「ひと」と「ひと」をつないでくれる役割を果たしてく
れていると考えています。開設以来、利用者や施設職員から
のおもちゃの寄贈もあり、たくさんのおもちゃで賑わってい
ます。今後も、通常の開館とは別に様々な季節のイベントを
計画したり、全国のおもちゃ図書館の取り組みを参考にした
りしながら、より楽しく、また心地よい居場所づくりに努め
ていきたいと思います。（高村龍一）

☆☆おもちゃ図書館おひさま（NO.766） 熊本県天草市
おもちゃ図書館おひさまは、平成 30 年 1 月より熊本県天草市牛
深町で開館しました。障がい児支援事業所おひさま内で活動をして
おり、金曜日の 9 時から 12 時まで障がいを持っている子供や保護
者、また障がいに興味を持っている方や子供の将来に不安を持って
いる保護者などが子供と一緒におもちゃで遊びながら話を出来るよ
うにと思い込めて開館しました。おもちゃは様々な種類を用意して
おり、希望があれば貸し出しも行っています。
まだまだ来館される方は少ないですが、これからは地域への周知
をホームページや口コミ等で行っていきたいと思っています。地域に根付いたおもちゃ図書館
を目指しており、職員も含めて来館される方と一緒に色々な話をしつつ憩いの場を作れるよう
に今後も充実したサービスの提供と雰囲気を作って行ければと思っています。（山中権太郎）

☆☆おもちゃ図書館わらびっちゃ（NO.767） 新潟県村上市
キジがトコトコ家の前を歩いている。小川にはメダカ、川トンボや糸トンボの姿も。自然い
っぱいの農村地帯の古い家で始めたおもちゃ図書館。陽の当たる縁側でままごと遊び。ゴロン
と横になるのもいいね。竹とんぼに挑戦するが上手く飛ばせない小学生。教えるのは年齢を重
ねた人たち。大きいダンボール箱に入った 20 代の人、落ち着くのだろうしばらくして出てく
るとにっこり。おもちゃで遊んでいる子どもたちのいい顔、笑顔。
まるでおもちゃは魔法使いのようだ。そして誰にでも魔法をかけ
てくれる。ところで始めたばかりなので、何をやってもトッテン
パッタンなかなか進まず、でも夢はいっぱい…。いつか囲炉裏を
囲んで昔語りをする人、聴いてくれる人が寄れる場にもしたいね、
紙芝居をやってみたい夢実現目指して。今日は支援学校の生徒さ
んの放課後ディサービスの子どもたちの笑顔に会いたくて「おも
ちゃ」という宝ものを届けに、さぁ出発！（簗瀬朝子）
６

太田おもちゃ図書館 Heartful

Tree

（群馬県）

川田正美

皆様、こんにちは。愉快な自閉症の兄弟二人を子育てしながら、栃木県佐野市のおもち
ゃの図書館に通い始めたのが切っ掛けで、おもちゃの図書館に携わる事になりました。現
在は、群馬県おもちゃの図書館連絡会の会長、そして太田おもちゃ図書館 Heartful
Tree を運営しています。群馬県おもちゃの図書館連絡会では、年 4～５回の定例会の他、
パンフレット、通信の発行、視察研修会、子育て関係の講演会開催、地域の行事イベント
を実施しています。群馬県内の各館では、季節ごとにイベントを開催しているので、毎月
何かしら考え、知恵を絞りだし、共有しています。各館人気のおもちゃは、共通していて
「プラレール」と「おままごとキッチン」です。独り占めする子もいますが、ボランティ
アがそっと入り、独り遊びに寄り添い、楽しさを共有する事で心を開いてくれます。
私が好きなおもちゃは、「てんとうむし じゃんけん（写真）」です。一人でも遊べま
すが、誰かと一緒に遊びたい！と思わせてくれるおもちゃです。このおもちゃは、大人向
けのワークショップを開いた時、おもちゃの図書館を知って頂いた後、改めて寄贈して頂
いたおもちゃです。来館者を増やすだけではなく、おもちゃの図書館の活動を知っていた
だき、協力できる人、助けてほしい人が気軽に立ち寄れる場でありたいと思います。

てんとうむしじゃんけん

中高生にも人気「パープレクサス」「ぶらぶらミニオンズ」

群馬県おもちゃ図書館連絡会の皆さんと

(写真上）1 月 22 日 (株)アックス・メアリー様の港区虎ノ
門にある本社にお伺いしました。アックス・メアリー様か
ら昨年 12 月に、おもちゃの図書館全国連絡会に多大なご寄
付をいただいたため、お礼にお伺ったものです。
小泉康代理事長から感謝状を佐藤靖代表取締役に贈呈、ス
タッフの方、仲介をいただいた税理士の増保雪絵さんとと
もに、写真撮影を行いました。
（写真下）3 月 4 日、渋谷区初台にある、(株)make 様の事
務所にお伺いしました。これは、おもちゃ図書館活動にご
協力いただいたことに対し、感謝状をお届けしたものです。
(株)make 様は、この２年間、布の袋とお絵描きペンを多数、
80 ヵ所余りのおもちゃ図書館にお贈りいただき、それぞれ
のおもちゃ図書館では、素敵なマイバッグづくりに取り組
みました。マイバッグ制作の会場では、子どもたちの笑顔
が溢れていました。小泉理事長から、松本健代表取締役に、
感謝状をお渡しし、多くのおもちゃ図書館からのお礼の気
持ちをお伝えしました。

（株）アックス・メアリー様

（株）make 様
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☆おもちゃ図書館の活動状況ならびに HP 用写真ご提供のお願い☆
おもちゃ図書館の皆さまへ
おもちゃの図書館全国連絡会の HP にて「全国のおもちゃ図書館一覧」を掲載しています。
活動場所や日程などの変更があった場合には、連絡会事務局へお知らせください。
また一覧に掲載する活動の様子がわかる写真の提供も引き続きよろしくお願いいたします。

【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

☆GW の業務について☆
カレンダー通り（土日月祝休み）
お急ぎのご用件のある方は
メールにてご連絡ください。

≪ご支援のお願い≫

新入会員のご紹介

当連絡会は、子どもたちの様々なニ
≪NO.773≫おもちゃ図書館平塚ゆうゆうプラザ『ポカポカ』（東京都品川区）
≪NO.774≫おもちゃライブラリーMama concierge Wednesday
ーズに応え、地域福祉の要となる各地
（北海道旭川市） 域の「おもちゃ図書館」を応援していま
≪NO.775≫おもちゃ図書館こうじゅえん（岡山県津山市）
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】

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）

三井住友銀行 町屋支店
口座番号 普通７０１３９３０

☆賛助会費 呉本庄つくし園 おもちゃ図書館でんでんむし
（口座名）
子ども発達支援センターからふる おもちゃ図書館ひつじぐも
特定非営利活動法人
三鷹おもちゃ図書館 子育て支援ボランティアコアラの会
おもちゃの図書館全国連絡会
おもちゃ図書館いとっ子 よどがわおもちゃ図書館ろばの子
特定非営利活動法人ひまわり 一般社団法人くるり
特定非営利活動法人陽向ぼっこ 鹿島おもちゃ図書館コスモス文庫 港南ひまわり保育園
いいじまおもちゃ図書館 おもちゃ図書館ポトフ 福岡おもちゃ図書館ぽけっと
おもちゃ図書館ありんこ おもちゃ図書館紙ふうせん あおばおもちゃのひろば
なかまおもちゃライブラリー「ポッポ」 めだかおもちゃ図書館 見城眞由美 山下和子
特定非営利活動法人子育ち・子育てサポートきらきらクラブ 榊原かず子 片桐貞子
星野玲子 渡邊昌行 福田めぐみ 伊部美智恵 桜木弘子 武田美和子 乾佐知子 田辺明美
おもちゃライブラリーみんなともだちおたがいさまサロン 千葉礼子 青塚和子 神﨑真理子
☆寄付 中島正義 （株）アックス・メアリー 愛知県おもちゃ図書館連絡協議会
あらかわ子ミュニティフェスタ実行委員会 福岡県おもちゃの図書館連絡会
☆物品寄付 中島正義 匿名
＜編集後記＞
２月３月と世の中は新型コロナウイルス一色だ。学校の休校、公立の施設の休館など、普通じゃない
状況が続いている。おもちゃ図書館は？わたしの周りでは「子ども達は行き場が無いのだから開館する」
「いやいや中止した方がいい」それぞれの想いがぶつかった。 想定外のこと故、悩ましい。結局「施
設の利用中止」で、おもちゃ図書館もお休み。 そんな時伝え聞いた小泉理事長の「安全が第一ですよ
ね」との言葉が重い。わたし達、人と向き合うボランティアは常にそれを心に留めたいと思う。気がつ
けば桜の蕾がふっくらとしていた。（篠原）（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）
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