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      ～地域共生社会を育んできた「おもちゃ図書館」～ 

                  社会福祉法人全国社会福祉協議会 

                  全国ボランティア・市民活動振興センター 

                       副部長  小川 耕平 

  

 初めておもちゃ図書館と出会ったのは、全国社会福祉協議会に入職して 8年目のこと 

でした。当時はボランティアセンターに全国連絡会の机があり、ボランティアの方が活動

されていました。「おもちゃ図書館」という名前を初めて聞いたときは、子どもにおもち

ゃを貸出する活動と思い、なぜ全社協に事務局があるのだろうと感じましたが、すぐに障

害のある子どもとその家族、障害のない子どもとその家族を対象にした活動で、子どもの

発達だけでなく、家族支援や地域でのつながりづくりを目的とした活動と知りました。そ

の後、ボランティアの方を介して、活動の豊かさ、多様性、魅力、可能性を感じるまでに

多くの時間はかかりませんでした。 

当時は今のように障害がある人を街中で見かけることは少なく、障害のある子どもや家

族が地域でつながりを持つことも簡単ではなかったと思います。それゆえ、おもちゃ図書

館という場は、障害のある子どもと家族にとって、大きな意味を持つ場であったと思いま

す。 

障害のある人と障害のない人の関係は、特別（スペシャル）、統合（インテグレーショ

ン）、常態（ノーマライゼーション）と変わり、今は包摂（インクルージョン）と表現さ

れます。しかし、思い起こしてみると、おもちゃ図書館の活動は、発足当初から、そこに

集うボランティアを含め老若男女（今では LGBTQでしょうか）を包み込んだインクルージ

ョンの世界でした。 

今、日本の福祉は地域共生社会、つまり「地域住民や地域の多様な主体が参画し」、「世

代や分野を超えつながることで」、「一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ

ていく社会」を目指しています。しかし、その社会もおもちゃ図書館の活動は発足当初か

ら地域で育み、今につなげてきたと思います。 

コロナ禍で活動が難しくなっている現在ですが、工夫と経験を活かし、活動をさらに発

展されることに期待しています。 

  

【プロフィール】 全社協に入職後、研修センター、ボランティアセンター、民生委員・児童委員、

児童福祉、高年福祉、障害福祉、国際を担当。現在は二度目のボランティアセンターの担当者として、

ボランティア・市民活動の振興、福祉教育、などのほか、災害ボランティア活動の推進にも携わって

います。       

 

 

 

 

おもちゃの図書館 全国情報 
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                            基調報告の資料は 

                        全国連絡会の HPに掲載しています。 

 

 

【参加者からのアンケートより一部抜粋】 

 

・全国の様子（コロナ禍の対応など）がわかり今後の参考となりました。不安な中で、各地の

状況がわかり、今後にも参考になると思いました。  

・「ボランティア活動は不要不急なのか」と問われると、「必要なことなのではないか」とい

うご意見に感動しました。 

・はじめてのオンライン会議、こちらの Wi-Fi環境が悪かったので、次回からは電波状態を確

認しておきたいと思います。 

・開館して顔がみえ、つながる、「ひとりぼっち」にならない、つながることのすばらしさ、

活動のすばらしさを再認識しました。  

・個人的には東京まで足を運ばなくていいので楽でしたが、その割に参加者が例年より多いと

いうわけでもなく・・・。遠くの人も参加しやすいという利点がオンラインへの抵抗感に負け

てしまったのが残念です。 

・初体験のズーム研修。パソコンの画面が小さくて見づらかったけど、身近な感じがしました。

もう少し時間があれば色々とお話ができた気がしました。 

      2020年 10月 11日（日） １０:００～１１：４５   

       ZOOMによるオンライン会議  参加者：34名 

 
 6月 12日に予定していた全国ネットワーク会議は、新型コロナウィルスの影響で 

10月 11日(日）に延期となっていました。当初は荒川区立障害者福祉会館（アクロスあらか

わ）にて、開催する予定で企画していましたが、感染状況はなかなか回復せず、今回初めて

「オンライン会議」として実施することとなりました。直接皆さんとお会いできないことは

残念ではありますが、オンラインとすることで全国どこからでも気軽に参加していただける

というメリットもありました。今年はコロナの影響で ZOOMなどのオンラインミーテイングが

すっかり皆さんの生活の中にも広がってきました。今回「初 ZOOMです！」とチャレンジして

くださった参加者の方もいらっしゃいましたが、まだまだ抵抗感のある方も多いかもしれま

せん。全国連絡会では、今後、全国各地の皆さんとの交流や研修など、オンラインでの繋が

りを活用していきたいと考えています。 
 

      【プログラム】  

1部 ・基調報告 （鈴木理事長） 

   ・「新型コロナウィルス対策に 

    関する緊急アンケート」  

             結果報告 

2部 ・グループ別 交流 

    3グループにわかれて 

     自己紹介や情報交換など 

   ・まとめ（小泉副理事長） 
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 「おもちゃ図書館で楽しい創作行事を」と、今年も（株）make 様より「マイバッグ」

づくりの資材提供をしていただきました。（株）make 様は東京都渋谷区に本社をおき、

各種パッケージやノベルティグッズの企画・製作などを手掛ける企業です。希望する館へ

布製バッグと布用ペンを配布、それぞれのおもちゃ図書館で自由にマイバッグづくりに取

り組みます。このご支援は今年で 3 回目となり、全国 45 館へ 3000 枚の布バッグ 

  

 

 

 

 

 

 

 

     おもちゃを寄贈していただきました。（順不同 敬称略） 
 
（株）アイアップ （株）学研ステイフル （株）イワヤ  
（株）ジョイパレット   ブリオジャパン（株） （株）トイコー  
（株）エンスカイ PLUS （株）ハピネット くもん出版（株）  
 石川玩具(株)  (株)オスト  (株)サンライズ （株）野中製作所 
 マテル・インターナショナル（株）  
 

 毎年、東京おもちゃショー出展の際におもちゃメーカー企業の皆さまより、サンプル品

や展示品などのおもちゃを寄贈していただいてきました。今年は残念ながらおもちゃショ

ーは中止となりましたが、例年寄贈していただいいる企業の皆さまに「おもちゃ寄贈のお

願い」をしたところ、たくさんのおもちゃが事務局に届きました。ご協力くださった企業

の皆さまには心より感謝申し上げます。いただいたおもちゃは 20年、30年の永年活動表

彰館 5館と事前のアンケートにより希望館 62館、またその後第 2弾の応募で 40館へ寄贈

しました。 

と 200 箱のペンを寄贈していただきました。コロナ禍でなかな

か集まってのマイバッグ作りの機会が持てませんが、各おもち

ゃ図書館で有効に活用していきたいと思います。 

（株）make 社長の松本健様はじめ、関係の皆さまありがとう

ございました。 

   合志市おもちゃ図書館ちゃちゃちゃより 

 

【お礼状より】 
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、室内の
おもちゃの数を制限しての開館となっておりま
すが、その中でこの新しいおもちゃを出すことが
でき、子どもたちも大変喜んでいました。いつも
本当にありがとうございます。大切に使わせてい
ただきます。 

      （どんとこい・みなみおもちゃ文庫）         

 

 

 乗用のシャベルカー

ー 寄贈おもちゃは HPで

も紹介しています 
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新型コロナウイルス対策に関する緊急アンケート （回答は 2020年 7月～9月末日まで） 

 
                                                 
     ・アンケートの結果は HPに詳しく掲載しています。 

  
＊休館したのはいつからですか            ＊再開した時期            ＊再開した内容 

           

2月 ２４館 

3月 73館 

4月 40館 

5月 4館 

開館している 6館 

無記入 3館 

 
 

 

 

 
『今できることを探しつつ』 
           埼玉県 朝霞市子育て支援センターおもちゃ図書館なかよしぱぁく 

                                     住田貴子 

 おもちゃ図書館なかよしぱぁくは、朝霞市からの委託を受けて子育て支援センターとして運

営しています。緊急事態宣言が出た翌日から市内の支援センターは一斉に閉所となりました。

市からは電話、メールでの相談のみの対応と言われましたが、コロナ禍での閉鎖的な子育て環

境のなかで「私たちが出来ることはなんだろう」と考えました。 

 まずは玄関の外でぬりえ、工作キット（牛乳パックや折り紙を使用）、カレンダーの裏紙な

どをかごに入れて無料で配布。おもちゃの整理もし、今後管理が難しいと思われるぬいぐるみ

などの布のおもちゃの配布なども行いました。無料グッズを取りに来た親子さんと顔を合わせ

ることができれば外で立ち話も。先が見えない日々に、おもちゃを借りたいという声も多く寄

せられ、玄関先でのおもちゃの貸し出しも行う

ことに。館内に入ることはできない中で、おも

ちゃを通してたくさんの親子さんと顔を合わせ

ることができました。借りるおもちゃを見たと

きのお子さんたちの笑顔。他愛無い立ち話の中

でのママたちの笑顔。おもちゃ図書館という役

割の尊さを改めて感じた日々でした。 

会員数 回答数 回収率 
362 150 41％ 

４月 １館 

５月 4館 

６月 ５２館 

７月 4館 

８月 ４館 

９月 7館 

休館中 ３９館 

無記入 １１館 

【特集】コロナ禍でのおもちゃ図書館 

 2020年 2月、新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、おもちゃ図書館もほとんどの館が活動を
休止せざるを得ない状況となりました。緊急事態宣言が解除されると「他のおもちゃ図書館はど
うしていますか？」という問合せも多くなり、活動再開へ皆さんが手探りの状況であることが伝
わってきました。コロナ禍での全国のおもちゃ図書館の動きや課題を把握するため、7月に緊急
アンケートを実施いたしました。引き続き厳しい状況ではありますが「私たちにはどんなことな

らできるのか？」をそれぞれの館が探している状況です。 

  無料配布物   玄関先でおもちゃや絵本の貸出 



 ５ 

 
 ＊写真は昨年の連絡会 30周年記念事業の様子 
（2019年 3月） 当日は 40名近いボランティアで運営 
 地域での横の連携が、それぞれの活動を支えています 

『一歩ずつ活動を取り戻して』 
                滋賀県 おもちゃ図書館「てんとう虫」 冨江春枝 

 
 「子どもが遊べる場所が少なくて････」「おもちゃ図書館はいつからはじまるの？」との保護

者の声で、3月から休止していた活動も 6月から再開しました。開設にあたっては、メンバー

と相談を重ね、「参加者は 10組まで」「間隔を置いて座る」「工作の教材や用具は、共同で使

うことを避け各個に準備する」「備え付けのおもちゃは 1回使ったものは箱に入れ、終了後に

スタッフが消毒する」等の方法でスタートしました。会館も「参加者が 5組までなら現在の活

動場所で、5組を超えたらホールを貸します」と協力してくださいました。また、メンバーも 6

月にはやる気いっぱいで集まりましたが、体調が少しでも気がかりな場合は無理をして参加し

ないことを申し合わせました。 

 開設後、保護者からは「今日は安心して遊べました」「親子の工作は私（母親）も久しぶり

で楽しかったです」との感想をいただきました。6月から参加者も徐々に増え、10組が超えて

も受け入れるようにしました。現在、私たちは 12月のクリスマス会を楽しみに、子どもたちへ

のプレゼント作りに励んでいます。         

 
 
                        
 
 

 

 
 
 
『連絡会による情報提供、横のつながりで活動を支援』 
            名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンター 若森由紀子 

 

 名古屋市おもちゃ図書館連絡会は、1988年に設立され、ボランティアイベントなどへの参加、

情報交換、研修などメンバーで企画しながら様々な取り組みをしてきました。 

 今回のコロナ禍の状況で、ボランティアは悩んでいました。連絡会としても正解は提示でき

ないので、せめて情報提供をしようと全図書館から現状を聞き取り、一覧を作成し会員に送付

しました。 

 窓がない、スペースが狭いなど会場の問題、メンバーの高齢化で不安が大きいなどの理由で

休館が続く図書館がある一方、宣言期間中も予約制で開館したり、貸し借りのみ行うなど工夫

して開館しているところもありました。また、

おもちゃの消毒など衛生面の不安も大きかった

ため、子ども関係の公的施設などの消毒状況を

聞き取り、併せて情報提供しました。 

 ボランティアが実施するおもちゃ図書館は、

不安を抱えて活動しています。連絡会による横

のつながりが、今後もボランティアの活動

を後方から支援するような役割を持てれば

良いなと思います。 

 
  

距離を十分にとってパネルシアター ハロウィンの工作 おもちゃ返却 BOX 消毒します 
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☆☆おもちゃ＆ボードゲームライブラリーin荒川きき（NO.772） 東京都荒川区 
荒川区では、子ども食堂、子どもの居場所の活動が広がっています。食事や学習をみんなで一緒に 

するのですが、室内でみんなで遊べるものがあったらいいなあと思い、立ち上げたのがボ－ドゲ－ムの 

おもちゃ図書館なのです。みなさんも、オセロ、将棋、碁、トランプ、百人一首、かるたなど、遊んだことが

ありますよね。実は、世界各国に 20000種類くらいあるそうです。 

『ボードゲームって子どもだけのあそび?』 ではありません。高齢者にとっては、脳トレ、若者にとって 

は、コミュニケーション力をつけたり人と人をつなぎ、世代を超えて、楽しめます。 

 毎月、第２土曜日に開館しているのですが、区内の子どもの居場所にも出前でゲ－ムを楽しく教える 

ボランティアがゲ－ムをもって出かけます。初めて会う子どもたちも、最初は小さな声でもじもじしてい 

ても、ゲームで遊ぶなかで笑顔と会話がはずみあっというまに、友 

達になれるから不思議ですね。コロナ感染予防のため、遊びの 

前と後の手洗い、消毒、マスクの着用、換気を徹底して活動をして 

います。今、私たちは、荒川区版オリジナルの「人生ゲ－ム型すごろ 

くづくり」をみんなで作成しています。出来上がったら、みなさんに 

紹介しますね。こうご期待を！                （鈴木訪子） 

 
☆☆おもちゃ図書館平塚ゆうゆうプラザ『ぽかぽか』（NO.773） 東京都品川区 
 おもちゃ図書館「ぽかぽか」は品川区にある「平塚ゆうゆうプラザ」という高齢者多世代交流支援 

施設の 2階で活動をしています。「ポップンルーム」と呼ばれる地域交流室のイベントの一環として、 

第二・第四木曜日に実施されています。地域に東京都内では最長の 1.3km もある戸越銀座商店街 

もあることから子育て世帯も多く、連日多くの方が遊びに来られています。 

おもちゃ図書館「ぽかぽか」では、温もりを感じられ、産地によって匂

いや材質が違う 【木の玩具】を中心に、職員の手作り玩具なども豊富

に揃えています。室内に職員も常駐しているため、何か育児についての

困りごとがあれば気軽に相談できるなど、アットホームな雰囲気の中で

ゆったりと遊べる環境を提供できるよう取り組んでいます。今後も地域

の子育て世帯の方とのふれあいを大切にしながら、安心して過ごせる

憩いの場にしていければと思います。        （関本仁美） 

 

☆☆おもちゃライブラリーMama concierge Wednesday（NO.774） 北海道旭川市 
 2020年 1月 15日にオープンした、北海道旭川市のおもちゃライブラリーママコンシェルジ
ュウェンズディです。ママコンシェルジュでは、毎週水曜日 10時から 14時までお弁当持参で
遊ぶことが出来、おもちゃ以外にも、抱っこひもや、ベビーチェアなどの貸し出しも行ってお
り、子育てのサポートに重点を置き、24時間 365日体制で育児電話相談も受けています。感染
症が心配され、他の子育て支援施設が休館する中、休館するべきか、大変判断に迷いましたが、
こんな時だからこそ、お母さんと子供の居場所をなくしてはいけ
ない！と判断し、出来る限りの感染症対策を施し、開館し続けて

きました。その中で、子どもが外出できなく、自宅で過ごす事が
多い中、おもちゃライブラリーの木馬や、大型乗用玩具など、お

もちゃが借りられて本当に、助かったという声を沢山頂きました。
おもちゃの図書館全国連絡会様の日々のサポートにより、開館や
立ち上げが出来たと本当に感謝しています。 
                      （小池さや香） 
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 マニュライフ生命保険株式会社様は、カナダに本拠を置く大手金融サービスグループの日本法

人で、今年の 2月から「おもちゃの図書館全国連絡会」と、おもちゃ図書館支援についての話

し合いを続けてきました。新型コロナウイルス感染症の影響により相談が難しい期間がありま

したが、7月にマニュライフ生命様によりおもちゃ図書館が継続的にご支援をいただくことで、

基本的な方針が決定しました。 

 9月中旬には、名古屋のおもちゃ図書館でスヌーズレンルームを設置するためなどとしてご

寄付をいただき、現在は、これから協働して進める事業について、具体的なプランを作成して

います。そこには、①マニュライフ生命が提供している歩数計測アプリ「Manulife WALK（マニ

ュライフ ウォーク）」の活用によるおもちゃ図書館利用者やボランティアの運動促進と、おも

ちゃの寄付②社員の方によるおもちゃ図書館でのボランティア活動の参加③おもちゃ図書館な

どの自主製品の社内での販売など、全国で展開可能ないくつもの事業が想定されています。 

 マニュライフ生命様は 2007年から、全国 16ヵ所の医療関連施設内に「マニュライフわくわ

くるーむ」と名付けたプレイルームを設置する活動を続けられるという実績があり、今後、子

どもの未来に希望を提供する活動としておもちゃ図書館を捉えていただき、ともに協働事業に

取り組むことができることに、「おもちゃの図書館全国連絡会」として大いに期待しています。 

          茂原おもちゃ図書館（千葉県） 岡嵜優子 

 真新しい東郷福祉センターで「ハンディキャップのある子が来たくなる事業は何か」と

模索した社会福祉協議会スタッフが企画した『おもちゃ図書館ボランティア養成講座』、 

その受講生によって 2003 年 10 月に茂原おもちゃ図書館は開館しました。以後１７年、

頼まれて引き受けた代表ですが県や全国の連絡会とつながることで、楽しく取り組んでき

ました。  

 おもちゃもたくさん増やすことができました。 一番人気は、手づくりの布製のさかな釣

り、さかなは大型ビニールプールの釣り堀の中。そして、ままごと遊び。２台のキッチン

とミニテーブルを並べたコーナーでは模型の寿司や果物、野菜など盛り合わせてはママ達

に運んで得意そうです。プラレールのコーナーも無くせません。レールは平場の単線です

が、初めは観るだけ、次には列車を捕まえてみる、やがてレールをつなげるようになり、

列車を連結させるなど、遊び方を見守りながら成長を確認できる私の好きなおもちゃです。  

 

  

 

   

（左）ビニールプール釣り堀と 

   手づくり布製さかな釣り 

（中）キッチンセット 

（右）プラレール 
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新入会員の紹介 

 ≪NO.779≫おもちゃ図書館 KOBE ライブラリー（兵庫県神戸市） 

 ≪NO.780≫きたく部おもちゃ図書館（大分県大分市） 

 ≪NO.781≫ROCOCO おもちゃ図書館（北海道池田町） 

 ≪NO.782≫おもちゃ図書館「泉北じゃがいも広場」（大阪府堺市） 

 

 

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略） 

☆賛助会費  
 増田岳洋 増田ゆき 小泉康代 若林久代 杉田千代  
 茅根弘子 平蔵見子 若林宏美 小泉徹 杉田一美  
 山口智帆 石澤希代子 千島真理 杉田信忠 大貫智裕 大泉里沙 大貫輝子 鈴木訪子 
 子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと 鹿浜かよ 岸節子 田中泰明 田中美都里   
 清水洽子 山本文子 三宅正臣 増保雪絵 宇井邦夫 

☆寄付  
 小泉康代 石塚堅一郎 特定非営利活動法人 Hand&Foot マニュライフ生命保険（株）   
 （株）アックス・メアリー  
☆物品寄付  
 （株）野中製作所 マテル・インターナショナル（株）（一社）日本玩具協会 西峯行雄 
 
 

 
      
 

 

                   ＜編集後記＞ 

 冬を迎えました。コロナ禍は続きますが、人々が互いに無事と幸福を願う気持ちはひとつ。

立場、考え方、生活様式、人種は違っても共に生きる仲間です。ウィズコロナでも、おもちゃ
図書館の役割を改めて見出して、活動を続けていきましょうね。（藤井） 
                      （編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井） 

 

 

 
 

≪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。 

   【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 

 

  【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 10：00～16：30 

TEL:０３-６８０７-８８１３

E-mail:renrakukai@toylib-jpn.org 

 

☆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。 

インフォメーション 

☆事務局・年末年始の業務について☆ 

12月 26日（土）～1 月 4 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。  


