おもちゃの図書館 全国情報誌

№１４４
発行日：2021 年 11 月 18 日

発行者：認定特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会

電話 ０３-６８０７-８８１３

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 2-25-11

Fax０３-６８０７-８８６３ E-mail:renrakukai@toylib-jpn.org HP:http://www.toylib-jpn.org/

～おもちゃ図書館は、地域の大切な遊びの砦～
（№６６）
東京ボランティア・市民活動センター
所長
山崎 美貴子
おもちゃ図書館は子どもにとっても大人にとっても地域の大切な遊びの砦です。
子どもにとって「遊び」は一人一人、その子らしくありのままに成長し、発達してゆくた
めになくてはならない最も大切なかけがえのない宝ものです。「遊び」を通して、子どもは
人とのコミュニケーションを身に着け、いろいろな工夫を重ねながら生きる力を学んでいき
ます。
お父さん、お母さん、そして子どもたち、遊びを創りだす活動に参画している沢山のボラ
ンティアさんにとって、地域でおもちゃ図書館を開設し、活動を進めていくことはとても楽
しい活動だと実感しておられると思います。時にはわくわくし、嬉しいな、楽しいなと満足
感を体感し、声をあげて喜びの気持ちを表現する子どもの姿を一緒に共感できたら、味わう
ことが出来たら、本当に生きていてよかったと思う瞬間ではないかと想像します。
日本のおもちゃ図書館は国際障害者年の 1981 年、おもちゃのコンサルタントだった小林る
つ子さんと主婦のおふたりで、都内三鷹市での開設をされたとご本人から伺いました。その
後次々と各地に設立されました。1984 年、財団法人日本おもちゃ図書館財団の設立による助
成が開始され、大きな力となったと伺っています。2021 年度までに助成を受けたおもちゃ図
書館は 2319 館、金額にして 2 億３千万円に上っていると報告されています。設立当初は障害
のある子どもさんとそのきょうだいのための活動としてスタートされ、次第に多くの活動が
生まれています。障害のある子だけでなく、地域のいろいろな子どもさん、乳幼児から、小・
中学生、中には高校生も参加されています。お年寄り、外国籍の子どもさんまで、遊び場か
ら遊びを介在する居場所にと広がりを持ち、多様な活動に成長しています。沢山の遊具があ
り、更に遊具を創作するなど、それぞれのニーズに合った自由な形で活動をしていることが
おもちゃ図書館特性です。そして、遊びの価値を最もよく知っている場所がおもちゃ図書館
です。
世界中の 50 か国にお仲間がおられ、国際会議が 1978 年より 2019 年まで 15 回に及び日本
からも多くの仲間が参加されています。5 月 28 日を「遊びの日」と定めています。みんなで、
遊びの大切さを実感する日にしたいです。
【プロフィール】
明治学院大学副学長、神奈川県立保健福祉大学学長を歴任し、現在、神奈川県立保健福祉大学名誉教授・
顧問、明治学院大学名誉教授。1986 年に東京ボランティア・センター（現在の東京ボランティア・市民
活動センター）所長に就任（～現在）。日本福祉教育・ボランティア学習学会会長、「広がれボランティ
アの輪」連絡会議会長等を務めてきた。東京災害ボランティアネットワーク共同代表、東日本大震災支援
全国ネットワーク代表世話人。おもちゃの図書館全国連絡会相談役。

１

2021 年９月５日（日） 10:00～12：00
ZOOM によるオンライン会議
参加者：36 名
6 月 18 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 9 月 5 日に
延期となりました。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、感染状況がピークの時期だったこともあり、昨年度に続き今年も「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参加していただけるメリットもあ
り、今回は台湾からの参加もありました。またコロナ禍での活動事例については動画で紹介し、
参加の皆さんからも「大変わかりやすかった」と好評をいただきました。なお、基調報告は連
絡会 HP 内に掲載しております。

1部

2部

≪アンケートより≫
おもちゃ図書館の会議に初めて参加さ
せて頂くことが出来ました。コロナ禍の
中で活動どうしようと考えているのは、
自分だけではないと感じられたことが救
いでした。また、新たな考え方や、見方
もあるのだなとこれからの活動にプラス
になる様な話が聞くことが出来、大変有
意義な時間を過ごすことができました。

【プログラム】
・開会あいさつ（高村副理事長）
・基調報告 （鈴木理事長）
・コロナ禍の中でのおもちゃ図書館
活動の取り組み方に学ぶ
（8 館の動画を紹介）
・グループ別 交流
3 グループにわかれて
自己紹介や近況報告
・まとめ（小泉副理事長）

2021 年 9 月 24 日（日） 11：00～15：00 （札幌市社会福祉総合センター）
主催：さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会 協力：おもちゃの図書館全国連絡会
9 月 30 日緊急事態宣言が解除となり、10 月 24 日（日）になんとか研修会を開催することが
できました。これもひとえに皆さま方のご協力の賜物と感謝申し上げます。研修会には札幌市
より 18 名、道内より 18 名、講師に全国連絡会より鈴木理事長の参加で開催されました。
基調報告では全国連絡会の事業と、活動を支える日本おもちゃ図書館財団などの紹介があ
り、その後、動画でコロナ禍における全国のおもちゃ図書館の活動の様子が紹介され、いろい
ろな工夫の方法があるんだなぁと感動いたしました。その後、道内のおもちゃ図書館の活動紹
介がありました。
午後のワークショップでは、コミュニケーションの「語る」「伝える」「聴く」の説明があ
り、楽しく遊びながら「つながりあう、すごろく作り」をしました。6 グループに分かれてテ
ーマを決め「北海道のおもちゃ図書館」「おいしい食べ物めぐり」「方言めぐり」など、楽し
く話し合いをし、発表することができました。アンケートからは、コロナ禍の中、内容の濃い
研修と、たくさんの方とお話合いをすることができ、とっても楽しかったなどの感想がありま
した。
（北海道地方世話人/北区おもちゃ図書館 菅野龍夫）
２

2021 年 11 月７日（日） 9：55～14:10
東京ボランティア・市民活動センター会議室とオンライン同時開催
参加者：会場・オンライン 約 70 名
2013 年度より、おもちゃ図書館活動やボランティアの資質の向上を目指して、おもちゃの図書
館全国連絡会では系統だてた内容で研修を実施しています。これまで東京をはじめ全国各地で初
級、中級講座を開催してきましたが、今回マニュライフ生命保険様からのご支援を受け、初めて
専門研修を開催いたしました。昨年度より、オンラインでの会議を何度か取り入れてきましたが、
今回の研修では東京の会場とオンライン同時のハイブリッド方式をとりました。東京ボランティ
ア・市民活動センターのご協力もいただき配信準備をすすめ、当日は無事に会場とオンラインを
繋ぐことができました。
研修内容は、講座 1 が、東京都大田区で「おもちゃ図書館おおきなき」を開館している相澤
純一氏による「障害がある子どもの遊びとおもちゃ」、特別支援学校の教員としてのご経験や障
害のある方とのかかわりを通しての様々な取り組みやおもちゃの工夫を紹介していただきまし
た。講座Ⅱは、連絡会の鈴木理事長による「おもちゃ図書館を居心地の良い場所にするためのボ
ランティアのあり方とは」で、利用する方や障害のある子を持つ保護者が安心しておもちゃ図書
館を利用することができるためのボランティアのあり方などが具体的に語られました。
講座の前には『おもちゃが紡ぐ未来プロジェクト』で
おもちゃ図書館を様々に支援していただいているマニュ
ライフ生命保険㈱からアシスタント・バイス・プレジデ
ントの黒田匡人氏に参加していただき、よこはま布えほ
んグループの園山裕子副代表から黒田氏に、寄贈してい
ただいた材料を利用して作成した手作り布えほんが贈呈
されました。
マニュライフ生命保険（株）黒田様と
よこはま布えほんグループ副代表園山さん

上：相澤純一氏

下：鈴木訪子理事長

≪アンケートより≫
☆講座Ⅰについて
・スイッチやおもちゃの改造で「遊び」を守っていけ
ること、この活動を熱心につづけられている相澤さん
や山ねこ工作室のお二人はすばらしいと思いました。
工夫されたおもちゃは障害に関係なく、乳幼児や高齢
者の方にも使ってもらえると思いました。
☆講座Ⅱ
・日々の活動の原点を見つめ直すことができました。
避難経路の確認など改めてやらなくては、と思いまし
た。
・「子どもたちに楽しい遊びの場をつくる」「いつも
「すみません」と謝らなくてもよい環境」等、共感す
ることが沢山ありました。
☆その他
・場所は違っても同じような思いでボランティアをさ
れていることがわかりよかった。
３

おもちゃメーカー様より
例年、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。昨年に続き今年も、残念ながらおも
ちゃショーは中止となりましたが、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
トとその後の応募により合計 84 館へ寄贈いたしました。
おもちゃを寄贈していただいた企業

（順不同

（株）アイアップ （株）アガツマ （株）学研ステイフル
ブリオジャパン（株） （株）トイコー
石川玩具(株)
（株）野中製作所
（株）パイロットコーポレーション
（株）タカラトミーアーツ

寄贈おもちゃは HP で
も紹介しています

【お礼状より】
たくさんのおもちゃの寄付をありがと
うございました。 緊急事態宣言が明け、
人数や時間に制限がありますが、おもちゃ
サロンを再開いたしました。
ご寄付いただきましたおもちゃは、早速
サロン開催時に出し、遊んでいただきまし
た。 （すみだおもちゃサロン）
初めて見るおもちゃを、笑顔で遊んでいた
だきました。

敬称略）
（株）イワヤ
(株)オスト

木'S 乗用ポッポ

マイバッグをつくろう！
「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」づくりへのご寄付をいただきま
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し、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
ました。このご支援は今年で４回目となり、3000 枚の布バ
ッグと 200 箱のペンを、52 館へ寄贈することができました。
コロナ禍でもマイバッグ作成は取り組みやすく大変人気があ
り、多くの館から報告が届いています。
（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。
４

おもちゃ図書館
こまど（福岡県）

マニュライフウォークによるおもちゃ購入資金助成
前回 143 号にて「マニュライフウォーク（マニュウォーク）アプ
リによるおもちゃ購入資金のご寄付」についてご報告した通り、19
館のおもちゃ図書館に助成を配分しました。19 館からは、購入希望
おもちゃのリストをあらかじめ申請していただきましたが、各おも
ちゃ図書館によって様々なおもちゃを希望していて、その一覧を見
るだけでもワクワクとした気持ちになりました。木のおもちゃやボ
ードゲーム、定番おもちゃと、各館の希望するおもちゃを購入する
ことができて、楽しそうに遊ぶ様子の報告がたくさん届きました。
来年度も引き続きマニュライフウォークでのおもちゃ購入資金への
ご寄付をいただけることになりましたので、ぜひアプリの登録、そ
して助成へのご応募をお待ちしております。

マグフォーマーは人気があり、
複数の館が購入していました

やはり一番人気はアンパンマン
のおもちゃでした

定番おもちゃを買い足すとこ
ろも多かったです

普段は買えない高価なおもちゃ
を 1 点購入する館もありました

キッズコーナー用のレンタルおもちゃを寄贈していただきました
愛知県に本社をおく（株）ビスモーゲン様は、主に自動車ディーラー店舗のキッズコーナー
の設置やおもちゃレンタルを手掛けています。使用しているおもちゃは海外の木製玩具がメイ
ンですが、レンタル品の入れ替えの際に出る、使わなくなったおもちゃを寄贈していただける
ことになりました。8 月、9 月、10 月と田中斎社長自ら車にたくさんのおもちゃを載せて届け
てくださいました。
普段、自分たちではなかなか購入することが難しい大型のキッチンやドールハウス、またパ
ーキングセットなどおもちゃ図書館の皆さんに大変喜んでいただけそうなおもちゃばかり多
数寄贈していただきました。この後、希望を募って皆さんにお送りしたいと考えています。ど
うぞお楽しみに！

田中斎社長と鈴木理事長・事務局柚口

使用したものなので少々変色したものなどもありますが、状態は良いものばかりです

５

新しい形のおもちゃ図書館が増えてきました。新入会の方の活動や思いから、今の時代のニ
ーズが見えてきますね。

☆☆ころんおもちゃ図書館（NO.778） 和歌山県田辺市
木と布のおもちゃや手作りおもちゃの貸し出しを行っています。同じ店舗の中には、自由に
遊べるスペース、工作コーナー、バリアフリー絵本図書館も併設しています。感染症対策で外
に出る機会が減るなか、安心して遊べる場所、気兼ねなく来れる場所の大切さを感じている日々
です。どんな状況の中でも、子どもたちの学びや成長は、大切で
す。木のおもちゃの手触りや、やさしい音、ホッとする色彩が、
子どもたちや周りの人たちに、心が休まる機会になればと考えて
います。おもちゃの図書館全国連絡会の会員の皆様の活動に、学
びと励ましをいただき、日々の活動をこれからも継続していける
よう頑張ります。（小川麻美）

☆☆おもちゃ図書館ＫＯＢＥライブラリー（NO.779） 兵庫県神戸市
今月も、スマートフォンの画面越しに、参加者の笑顔が溢れます。神戸で 15 年、子育て支援
活動をする中で、「子どもとの関わり方や遊び方がわからない」といった相談が多いこと、「孤
育て」や、乳幼児期から学童期・青年期への「継続的な支援」が薄く、困っている親がいるこ
と。また、ダウン症児とその家族が集うサークル活動の中でも、子どもの成長とともに親同士
会う機会が減少し、「悩みを相談できない」状況であること。
そんな様々な活動の課題解決として、「おもちゃ図書館」を選
んだ経緯があり、コロナ禍でより必要だと感じたため、昨年 8 月
よりオンライン上でスタートしました。当初は月１回、おもちゃ
や遊び方のライブ配信や動画を投稿していました。今年 4 月から
は、「ピアサポート」の時間を設け、画面越しですが、情報提供
や子育て相談、参加者同士の交流も行っています。来春以降、リ
アルでの開催を目標にしています！（竹下あき子）

☆☆きたく部おもちゃ図書館（NO.780） 大分県大分市
きたく部は、大分市稙田公民館で実施している未就学児・小学生〜高校生を対象とした放課
後学習支援・居場所づくり活動です。2018 年 10 月から活動をスタートし、当初の大学生ボラ
ンティアに加えて高校生・地域住民ボランティアで運営しています。さらに、2020 年度から子
どもたちの居場所づくり活動の一環としておもちゃ図書館事業に取り組んでいます。おもちゃ
図書館事業は、毎週月曜・木曜 16:00〜18:30 に放課後学習支援・
居場所づくり活動のなかで開館している「きたく部おもちゃ図書
館」と、毎週水曜日 10:00〜12:00 に乳幼児を対象とした子育て支
援活動として開館している「きたく部おもちゃ図書館つどい」の
２本柱で実施しています。With コロナの時代において、地域にお
ける人と人とのつながりを大切にし、家族と過ごす「おうち時間」
を充実させる活動としておもちゃ図書館を位置付けて、日々活動
をすすめています。（清水良彦）
６

幼児期から学齢期におもちゃ図書館で遊んできたお子さんたちが成長し、成人となっている
おもちゃ図書館も多くなりました。障害のある子の子育ては先が見えず、親にとっても家族に
とっても不安や心配は尽きることがありません。「この子はいったいどんな風に成長するのだ
ろうか？」とそんな気持ちを常に抱えていることでしょう。おもちゃ図書館で遊び育ってきた
子どもたちはどんな大人に成長しているのでしょうか、少し先を歩く方たちにお話を聞き伝え
ていきたいと思います。

≪佐藤佑樹さん（26 才）・和美さん（母）≫
おもちゃ図書館おもちゃの家でんでんむし（福岡県）
＊おもちゃ図書館に遊びにきていた時期は？ → 9 才～17 才頃
＊どんな遊びが好きでしたか？
→ パソコンやオセロ
＊大きくなってどんな進路にすすみましたか？ → はまゆうワークセンター大野城
自宅から西鉄バスと電車に乗って通勤し、元気に通っています。作業所では
コロナ前は施設外作業で金属会社の細かい部品並べの仕事をしていましたが、今は
パソコン操作盤や CD 読み込み部分の解体などの作業を主にしています。
＊小さなお子さんのご家族やボランティアに伝えたいことはありますか？
私（母親）がおもちゃ図書館のスタッフにささえられて（話を聞いてもらい）癒さ
れ、また明日からの日々を過ごす元気をもらいました。息子本人も、赤ちゃんの泣き
声が苦手だったのに、おもちゃ図書館で関わった子には、自分からトントンしてあげ
るような姿もみることができるようになりました。
母に「ゆうき」をあたえてく
れる子になるようにと願って
つけた名前で、そのとおりに
育ってくれています！
（和美さん）

11 月 7 日（日）TOＹらいぶらりあん養成講座開催時、午後の講座が始まる前に小
泉康代前理事長へ鈴木訪子理事長より、感謝のメッセージを贈呈しました。昨年 7
月に理事長の交代がありましたが、ようやく会場に実際に集まっての研修会が実施
できたので、会場の皆さんと一緒に感謝の気持ちをお伝えすることができました。
任意団体時代から 16 年間、ＮＰＯ設立や認定ＮＰＯ
取得など、団体としても大きな変換期であり、また東
日本大震災をはじめ数々の災害に見舞われるなど大変
な時期に責任者として重責を担っていただき、本当に
ありがとうございました。
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インフォメーション

☆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 10：00～16：30
TEL:０３-６８０７-８８１３
E-mail:renrakukai@toylib-jpn.org

☆事務局・年末年始の業務について☆
12 月 25 日（土）～1 月 3 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。

新入会員の紹介
≪NO.786≫おもちゃ図書館トゥルラッタ（熊本県熊本市）
≪NO.787≫おもちゃ図書館あだちキッズカフェ（東京都足立区）
≪NO.788≫遠別町おもちゃ図書館（北海道遠別町）
≪NO.789≫おもちゃ図書館ルドテーク可児（岐阜県可児市）
≪NO.790≫ドキわくおもちゃ図書館（静岡県伊東市）
≪NO.791≫おひさまおもちゃ図書館（奈良県桜井市）

≪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

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）

（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

☆賛助会費
青塚和子 安達健司 清水洽子 おもちゃ図書館カフェの会 箭内貴史 萩原貴美子
鈴木訪子 保井五雄 森敏江 福岡おもちゃ図書館ぽけっと
☆寄付 宮田明典 （株）make
小泉康代 マニュライフ生命保険（株）
☆物品寄付 西峯行雄 （株）ビスモーゲン

＜編集後記＞
コロナの緊急事態宣言が解除になり、公民館も利用可になった 10 月の開館日。いつも来館する親子が
数組来館して、それだけで、笑い声とおもちゃの稼働する様々な音が賑やか。母親たちはわが子が見え
る位置で近況を語り合っている。これがおもちゃ図書館のいつもの姿・・。まだ、学生ボランティアの
姿はないが、このまま第６波が来ませんようにと祈るばかり。 （篠原）
（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）
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