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2022年度(令和4年) 基調報告

おもちゃ図書館では
子どもたちが、目をきらきら輝かせておもちゃで遊んで
います
・大きな笑い声が響きます
・親たちにも、子どもたちの嬉しい気持ちが伝わり、
嬉しくなります

・ボランティアの私たちは、元気をもらいます

おもちゃ図書館は みんなを元気にします! 



やっと With コロナ の生活が始まりましたか?

おもちゃ図書館活動も貸し出しから、人数の制限をしながら遊ぶことができるようになりましたか?
おもちゃ図書館の魅力①
・楽しいおもちゃがたくさんある ・家庭にはない魅力あるおもちゃがある
・初めて出会うおもちゃで遊ぶことができる ・気に入ったらおもちゃを借りられる

おもちゃ図書館の魅力➁
・友だちにであえる、一緒に遊ぶことができる
・おもいきり羽を伸ばして遊ぶことができる
・すみませんと謝らなくても自由に遊ばせることができる

おもちゃ図書館の魅力③
・子どもが大好きなボランティアさんがいる
・一緒に遊んでくれるボランティアさんがいる 遊びの楽しさを倍にしてくれる
・いつも認めてほめてくれるボランティアさんがいる

おもちゃ図書館の魅力④
・心おきなく雑談ができる～顔と顔を合わせてのコミュニケ－ションよりラインなどSNSのほうが

気楽という人たちも増えている
・地域の情報が口コミで得られる

ホッとできる居場所 おもちゃ図書館の再開



おもちゃ図書館Q&A 10号 2019.3.25 から

おもちゃ図書館を利用する保護者148名が答えました おもちゃ図書館の魅力はなんですか?   

①国内外の多様なおもちゃとボランティアによる手作りのおもちゃ



②親子で交流ができ、夏の暑いときも冬の寒い日にも遊べる環境 ③いつも優しく見守ってくれるボランティア



令和4年度の事業計画

Ⅰ.おもちゃの図書館全国連絡会総会の開催 2022年6月17日(金)13:30～15:00

Ⅱ.おもちゃの図書館全国連絡会の運営
1.理事会の開催 2.理事会通信の発行 3. 世話人会の開催 4.事務局会議の開催

Ⅲ.各事業の活動内容等
第1.ボランティア活動の推進
1.研修会の開催

①TOYらいぶらりあん養成講座専門研修/11月26日・愛知県社会福祉会館 ➁第2期TOYらいぶらりあん養成講座(共催)

③おもちゃ図書館ボランティア北海道地区研修会/10月16日・札幌市社会福祉総合センタ－

2.ボランティアコーディネイト 3.講師派遣など

第2.子どもたちの遊び事業
①子どもに関するイベントへ移動おもちゃ図書 ➁貸出用おもちゃの整備

第3.おもちゃ図書館 に関する情報提供・広報事業
①情報提供、広報事業・トイポストの発行 ➁WEBサイトによる情報発信 ③おもちゃ図書館のPR ④各種マスコミへの協力

⑤視察受入コーディネート

第4.おもちゃの図書館活動の推進・ 運営に関する事業
①おもちゃ図書館活動状況調査 ➁新規おもちゃ図書館立上げ支援 ③相談支援事業 ④相談事業ニュ－スレターQ&Aの発行

⑤寄贈おもちゃや啓発物品の配布 ⑥ネットワーク推進事業 ⑦マニュライフ生命保険㈱様との「おもちゃで紡ぐ未来プロ

ジェクト」 ⑧関係団体等の連絡調整及び協力 ⑨被災したおもちゃ図書館への支援

おもちゃ図書館が元気になる取り組みを広めていきたい
研修会・交流会などボランティアが集い交流が図れる機会をつくろう
おもちゃ図書館を応援してくれる企業・団体・個人の輪を拡大しよう



おもちゃ図書館全国連絡会会員数
2022年6月現在 （344館)

新しく誕生するおもちゃ図書館は
子ども食堂・パントリ－活動と一
緒におもちゃ図書館活動を取り組
むところも、増えています

閉館したおもちゃ図書館は
長期間にわたり活動を取り組んで
きたが、
コロナ禍で開館をすることができ
ず、これからの活動も
見通しが立たないことなどが
原因となっています

49館



おもちゃの図書館全国連絡会 会員数2022年6月現在

地 区 都道府県別 おもちゃ図書館数 22年度 21年度8月

北海道 北海道15／札幌市3 １８ １９

東北 青森県０/岩手県８/宮城県9/秋田県３/山形県1/福島県３ ２４ ２７

関東 茨城県６/栃木県6/群馬県9/埼玉県２０/千葉県１８
東京都４0/神奈川県１3/山梨県６/長野県6/新潟県２/静岡県9

１３5 １３９

東海・北陸 富山県３/石川県３/福井県2/岐阜県6/愛知県３1/三重県６ ５１ ５２

近畿 滋賀県6/京都府4/大阪府１6/奈良県3/兵庫県16/ 和歌山県４ ４９ ５０

中国・四国 島根県２/鳥取県２/岡山県５/広島県5/山口県2/徳島県０
香川県３/愛媛県６/高知県1

２６ ２６

九州・沖縄 福岡県１1/ 佐賀県3/長崎県4/ 熊本県１１/大分県５
宮崎県３/鹿児島県２/沖縄県２

４１ ４２

合 計 ３４4 ３５５



私たちの活動を支える ～日本おもちゃ図書館財団

おもちゃ等の購入の為の助成事業 1985年度～2020年度まで 2,319館 累計238,816,765円

全国のおもちゃの図書館に対し、おもちゃ等を購入するための助成

山科直治記念文化・スポーツ・レジャー活動支援事業
2003年度～2021年度まで 331館累計24,890,900円

各地のおもちゃの図書館が行う室内、外でのスポーツ・文化・レジャー活動を支援

おもちゃの図書館全国連絡会等への支援
各地のおもちゃ図書館の全国組織である「おもちゃの図書館全国連絡会」や各地域での活動

おもちゃ広場などの普及促進事業
各地のおもちゃ図書館が行う「おもちゃ広場」や各種のイベント事業など、普及活動を支援

老人ホーム等の社会福祉施設に「おもちゃ図書館」開設支援
児童･障害者･高齢者の為に社会福祉法人等が運営する福祉施設内に開設する｢おもちゃ図書館｣への支援

永年活動表彰

①苫小牧市おもちゃライブラリー ➁おもちゃ図書館かみなりくん
③四日市市おもちゃ図書館ボランティア「よっちゃんグループ」
④小松おもちゃ図書館サン・アビ

①春日部おもちゃの図書館うさぎとかめ➁ニコニコクラブおもちゃ図書館



私たちの活動を支える ～日本玩具協会 おもちゃメ－カ－

東京おもちゃショ－2022が開催!  今年も、たくさんのおもちゃメ－カ－様からおもちゃを寄贈していただ
く予定です。

希望をいただきましたおもちゃ図書館、これから活動をスタートするおもちゃ図書館にお届けします

(株)make様
5回目となる「マイバッグ

づくり」のためのトート
バック3000枚と、布用マ
ジック200箱の寄贈 42館
のおもちゃ図書館に届けま
した

私たちの活動を支える ～企業からの応援

(株)ビスモーゲン様 グラパッドジャパン様

キッチンやドールハウス
などのおもちゃを全国連
絡会事務所に届けていた
だき、希望のあったおも
ちゃ図書館に届けました

スペインで作られた
木のおもちゃ41点が
届き、希望のあった
おもちゃ図書館に届
けました

ビジョン(株)様

「日販よい本いっぱい文庫」の寄贈 毎年12月にたくさんの絵本・児童書が届き、子どもたちにプレゼント

①アルツア－ナジャパン(株)様 ➁エデュテ(株)様 ③(株)学研ステイフル様 ④(株)ジ－ピ－様
⑤ (株 )トイコ－様⑥ (株 )パイロットコーポレ－ション様 ⑦プラントイジャパン (株 )様
⑧マテル・インタ－ナショナル(株)様 ⑨マルカ(株)様 ⑩(株)サンライズ様 ⑪(株)ハシ－トップイン様
⑫(株)ハピネット様 ⑬石川玩具(株)様 ⑭イワヤ(株)様 ⑮㈱やのまん様 ⑯㈱メガハウス様

社員のみなさんが、
布の手作りおもちゃ
とパタパタちょう
ちょ工作キットを作
成してくれました



私たちの活動を支える～マニュライフ生命保険株式会社

①マニュライフ生命様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贈

➁都道府県・地域ごとのおもちゃ図書館パンフレット作成の支援

③おもちゃ図書館が元気になる活動支援事業

③おもちゃ図書館で遊んでもらいたいおもちゃ紹介&プレゼント

④TOYらいぶらりあん養成講座専門研修会の開催(2021年～2022年)

⑤都道府県・地域ごとの研修会の開催への支援(同上)

2020年度より”おもちゃで紡ぐ未来プロジェクト”がスタ－ト、2022年度も継続して支援

mailto:renrakukai@toylib-jpn.org?Subject=%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF&body=%E2%91%A0%E3%81%8A%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%83%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E5%90%8D%EF%BC%88%E4%BC%9A%E5%93%A1%E7%95%AA%E5%8F%B7%EF%BC%89%E2%91%A1%E3%81%8A%E5%90%8D%E5%89%8D%E2%91%A2%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E2%91%A3%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%95%AA%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%82%8B%E7%95%AA%E5%8F%B7%EF%BC%89%E3%82%92%E8%A8%98%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82


世界のおもちゃ図書館 ITLA(International Toy Library Association )

5月28日 World  Play Day  を提唱
※1987年5月28日ITLAが結成された日

2019年 第15回 国際会議 南アフリカで開催

第16回 2023年3月 オーストラリアメルボルンで開催

2020年に30周年を迎えたITLA

●ヨ－ロッパ①オーストリア➁ベルギー③クロアチア④キプロス⑤デンマーク

⑥エストニア⑦フランス⑧ドイツ⑨イギリス⑩ギリシャ⑪ハンガリー⑫イタリア

⑬オランダ⑭ノルウェー⑮ポルトガル⑯ルーマニア⑰スペイン⑱スウェーデン⑲スイス⑳トルコ㉑ルクセンブルグ

●アジア ①韓国➁日本③台湾④カンボジア⑤マレーシア⑥フィリピン⑦シンガポール⑧タイ⑨ブルネイ

⑩インドネシア⑪中国⑫インド ⑬香港⑭ネパール⑮ベトナム⑯ラオス ⑰ミャンマｰ

●アメリカ①USA ➁メキシコ ③ブラジル ④コロンビア ⑤カナダ⑥ホンジュラス⑦ボリビア⑧アルゼンチン

⑨エルサルバドル⑩ペルー

●アフリカ①ケニア➁南アフリカ③セネガル④カメルーン⑤コンゴ⑥ベナン⑦ブレキナファソ⑧コートジボワール

●オセアニア ①オーストラリア ➁ニュージーランド





たった一度の人生 すべての子どもたちが、生まれてきて良かったと思える暮らしを

★私たちにできること まずは関心をもつこと
★子どもたちのSOSに気づく力 そしておせっかいをすること

★行政も地域住民も企業も 子どもをまんなかにみんなで手をつなぐごう

日本の子どもたちを取り巻く状況
子どもの相対的貧困 1３.５% 7人～8人に1人 ひとり親世帯の相対的貧困 48.1％2世帯に1世帯
厚生労働省「2019年国民生活基礎調査」より

虐待 平成30年4月1日から令和2年3月31日の間に発生した心中以外の虐待死57人 そのうち0歳児28人

孤立 自殺 少子化 いじめ 不登校 ひきこもり ヤングケアラ－
日本の子どもの精神的幸福度 38か国中37位 labo_rc16j.pdf (unicef.or.jp)

子ども家庭庁の設立 こどもまんなか社会
000872367.pdf (mhlw.go.jp)

子どもの権利条約 ①生きる権利 ➁育つ権利 ③守られる権利 ④参加する権利
子どもの権利条約_G-6.indd (annaka.lg.jp)

そして世界中のすべての子どもたちが 平和な社会で育ちますように

https://www.unicef.or.jp/library/pdf/labo_rc16j.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11908000/000872367.pdf
https://www.city.annaka.lg.jp/ikuji/files/crc_cardbook.pdf

