開催実績

毎年50を超える大学、
短期大学、
専門学校、
社会福祉協議会、
生活協同組合などで開催。
年間3000名以上の方が資格を取得されています。

札幌こども専門学校
青森県青森市青森明けの星短期大学
岩手県立児童館いわて子どもの森
尚絅学院大学生活協同組合
聖霊女子短期大学
福島県国見町産業振興課産業振興係
茨城キリスト教大学
国際介護福祉専門学校
関東短期大学
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校
群馬県みなかみ町 エコパーク推進課
埼玉県 埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター
国際学院埼玉短期大学
大宮こども専門学校
大原こども専門学校
埼玉東萌短期大学
越谷保育専門学校
秋草学園短期大学
聖学院大学
千葉県 植草学園短期大学
子育て支援ステーションニッセ
東京経営短期大学
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県

東京都 東京家政学院大学
大原医療秘書福祉保育専門学校
蒲田保育専門学校
新渡戸文化短期大学
東京こども専門学校
帝京大学
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校
白百合女子大学
日本工学院八王子専門学校
青梅こども未来
神奈川県 関東学院大学 社会連携センター
横浜女子短期大学
横浜こども専門学校
小田原短期大学
和泉短期大学
大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校
新潟県 新潟市社会福祉協議会
国際こども・福祉カレッジ
山梨県 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校
長野県 長野県木曽町役場 企画財政課
静岡県 沼津情報ビジネス専門学校
愛知県 岡崎女子短期大学

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
鳥取県
広島県
愛媛県
福岡県

熊本県
大分県
鹿児島県
沖縄県
香港

名古屋こども専門学校
金城学院大学
日本福祉大学
修文大学短期大学部
滋賀文教短期大学
京都造形芸術大学
大阪こども専門学校
姫路日ノ本短期大学
出雲科学館
社会福祉法人 三篠会
おもちゃネットワークえひめ
福岡こども専門学校
久留米信愛女学院短期大学
福岡こども短期大学
Yell チャイルドマインダー熊本の会
東九州短期大学
鹿児島キャリアデザイン専門学校
沖縄福祉保育専門学校
NPO法人てぃんくる・やいま
HKKEPA(香港日本児童教育専業協)

Presents

おもちゃ
インストラクター
養成講座

開催

ガイド

開催検討中の方からのよくある質問

Q1 履歴書に資格を書くことができますか？

Q2 試験はありますか？

A1

A2

もちろんです。
履歴書や名刺に
「おもちゃインストラクター取得」
と記入することで、
相手の方の興味にとまることもあります。
ぜひ学ばれたことをアピールしてください。

多くの方に資格を取得し活躍いただきたいため、
試験はありま
せん。
ただし、
遅刻・早退などをしてしまうと、
認定を受けられな
い場合があります。

Q3 学校で開催した場合、学校のPRになりますか？

Q4 子連れ参加はできますか？

A3

A4

学校案内やWEBサイトに取得できる資格として表記いただけ
ます。
また、
一般の方も受講可能とし、
「地域に開かれた学校を
目指す！」
というご担当の方もいらっしゃいます。

大人向けの講座で講義などもありますので、
お子様連れの受講
はできません。

http://goodtoy.org/ttm/

おもちゃ美術館

検索

東京おもちゃ美術館は、廃校になった小学校の11教室を活用した体験型ミュージアムです。赤ちゃんからお年寄りまでの
多世代で楽しめる、
「おもちゃ」
と
「遊び」による、さまざまなコンテンツを取り揃えています。
開館時間：10:00〜16:00

(最終入館15:30)

休 館 日：木曜（祝日の場合は開館、
後日振替休館あり）、他 特別休館あり。
※詳細は、
公式サイトよりご確認ください。
入 館 料：おとな(中学生以上）1,000円 ／こども
（6カ月〜小学生）700円 ／
おとなこどもペア 1,600円／シニア(65歳以上) 500円
団体利用：8名様以上でご利用の場合は、
事前にホームページより
団体利用申し込みが必要です。
（15名以上は団体割引あり）

「おもちゃインストラクター養成講座」
開催校向けの特別プログラムも用意
「おもちゃインストラクター養成講座」開催前
後のフォローアップとして、
ご希望のテーマに
合わせたレクチャーを行う団体用特別プログ
ラムをご用意しています。
ご相談ください。
問い合わせ先：yotsuya@art-play.or.jp

認定NPO法人

お問い合わせ

2019年9月改定版

全国の姉妹おもちゃ美術館
おもちゃと遊びの文化を全国に広めるため、
地域ならではの自然と文化の
魅力溢れる姉妹おもちゃ美術館を全国に設立しています。

（山口）
やんばる森のおもちゃ美術館（沖縄） 長門おもちゃ美術館

鳥海山 木のおもちゃ美術館
（秋田）

芸術と遊び創造協会では、
「芸術」
と
「遊び」
「
、おもちゃ」
によって、
親子などの多世代交流を促す
活動を推進しています。
遊びのコーディネートや手作りおもちゃの指導、
人材育成事業を通じ、
日本に良質な遊びを広めることで日本全国のさまざまな地域が豊かになる支援をしています。

人材育成部
（中野オフィス）
〒165-0026 東京都中野区新井2-12-10 TEL 03-3387-5461 FAX 03-3228-0699 MAIL nakano@art-play.or.jp
芸術と遊びらぼ ＵＲＬ http://artplaylab.jp （開催をご希望の方はＨＰからもお申し込みいただけます。）

保育者養成校、園、地域・福祉団体で
おもちゃと遊びの講座を
「開催」
しませんか？
遊ぶ力 つくる力 指導する力
おもちゃと遊びの専門家を養成する講座
子どもをはじめ、
多世代にわたって、
おもちゃと遊びの世界を広げることを
サポートするのが
「おもちゃインストラクター」
です。
本講座では、
「 身近な素材で簡単にできるおもちゃと遊び」、
「 指導の
コツ」、
「遊びのスキルとマインド」を体験型カリキュラムを通して学び
合います。
実際に手と体を動かし、
共に真剣に 遊ぶ ことの大切さや作って・遊ぶ
技術の基本を学び、
自信をもって遊びを広げる実践力を身に付けましょう。

おもちゃインストラクター養成講座は、
保育者養成校、園、地域・福祉団体で
「開催」できます！
「学生に資格を取得させたい」
「園の職員に良質な研修を提供したい」
「地元でおもちゃを活用する仲間をもっと増やしたい」
このような方には、
本講座の
「開催」
をおすすめします。
30年以上の開催実績を持つ当協会が、開催団体の皆様と連携をしながら、
企画・広報・運営のサポートをいたしますので、
ご安心ください。

おもちゃインストラクターは、
おもちゃと遊びのサポーター

おもちゃインストラクター養成講座
●開講時間

1日 計6時間
10：30〜17：30（時間帯の変更についてはご相談ください）

●定 員

30〜60名（最低開講人数は30名）

全国各地で、毎年３０００名以上が資格取得しています。
手作りおもちゃのコツを覚えたら、様々な素材や

レクチャー

年齢・人数にも対応することができます。
ひとつのおもちゃから遊びを広げるヒントを見つけたら、
高齢者にあわせたおもちゃ、子どもの成長・発達にあわせた

60名以上になる場合はご連絡をください。2クラス同時開催で、
講師2名を派遣するなどの対応となります。

●費 用

1 おもちゃインストラクターはじめの一歩

遊び方を工夫することができます。

①受講生1名につき8,800円（テキスト代、資料代、材料費、認定書発行手数料を含む）
②講師諸経費 往復交通費実費及び宿泊費（宿泊を要する場合のみ）
・昼食代
※講師派遣料はかかりません。

おもちゃの役割や意義を知り、おもちゃインストラク
ターの心構えを学びます。

＜例＞ 都内近郊で学校が受講者数50名で開催した場合、
「8,800円×50名＋講師交通費」
を当協会に支払います。
※開催する学校や団体は、
実際に受講生から集める
「受講料」
を自由に設定できます。

2 子どもの

ワークショップ
1 画用紙は手作りおもちゃの魔法の材料
１枚の画用紙から
「江戸からくり玩具」
３つを作る不思議な
魔法のワークショップ。

2 新聞紙を

とことん楽しむ その1
身近な素材を使って、
様々な遊
びを生み出すノンストップワー
クショップ。
人と人とのふれあ
いを学び、
みんなで沢山の遊び
を楽しめます！

おもちゃ学入門

3 手づくりおもちゃ・

子どもの成長・発達とおも
ちゃの関係から、
現代におけ
る遊びの重要性まで、体験
を通して学びます。

既製品玩具の遊び論

手作りおもちゃと既製品玩具
のそれぞれの良さを知り、
上手
な遊び方・付き合い方を学び
ます。

4 はばたけ！おもちゃインストラクター
子ども同士、保育者
と子ども、
親子などの
様々な人間関係を結
ぶおもちゃの多世代
交流論を学びます。

3 新聞紙を

とことん楽しむ その2
集団遊びやごっこ遊びやゲーム
など、様々な遊びの発展レシピ
を習得し「自ら遊びを作り出す
力と指導する力」を身につけま
しょう。

●日 程

複数の候補日をあげていただき、
調整いたします。

●講 師

おもちゃコンサルタントマスター
※当協会の公認講師が北海道から九州まで17名在籍しています。

●会 場

受講人数よりも広めの会場をご用意ください。

●開催者の方に
ご手配
いただくこと

①会場の手配（会場費がかかる場合はご負担ください）
②受講生の募集及び受講生への諸連絡
③受講生の名簿の作成（認定証作成のために事前に提出いただきます）
④当日の会場のセッティングや受付業務及び講座補佐

●講座テキスト

『おもちゃインストラクター入門』
50種以上のおもちゃの選び方や遊び方、
そして20種以上の手づくりレシピなど、
現場でも末永く使える書籍。

4 世界のおもちゃで

遊ぶ・学ぶ

世界各国の優良おもちゃで
遊ぶことを通して、おもちゃ
を通じたコミュニケーション
術を学びます。

編集：認定NPO法人芸術と遊び創造協会
発行：黎明書房
価格：2,200円
（受講料に含まれています）

受講生の声
開催者からのコメント

現場で活かせる手作りおもちゃや
遊びのヒント満載！
園に勤めて２年目で、まだまだ遊びの
引き出しが少なく、困る場面がありま
した。
園のおもちゃを改めて見なおした
いと思います。

保育士

実習や就職など、
現場に出る前の
スキルアップに最適！
保育実習で、子どもたちと一緒に遊べる
かどうか不安がありました。
身近なものを
つかった楽しい遊びをたくさん習得でき、
不安な気持ちが和らぎました。
学生

年齢も職種も様々でした
が、皆さん早々に打ち解け
て楽しんでいました。助け
合ったり、
盛り上げあったり
と和やかな雰囲気で講座が
進みました。
専門学校

おもちゃや遊びが幅広い
世代をつなぐツールである
ことを改めて感じました。
毎年、先生の熱意が受講生
に伝わる講座に感激してお
ります。
大学

地域福祉団体

地域に開かれた学校を目指しませんか？
学生だけでなく、
一般の方とともに受講することで学びが深まります！
最近、
増えている学び方は、
同年代の学生だけでなく、
社会人として活躍している
一般の方も交じる受講スタイルです。
卒業生や保育者・児童館職員など、
地域の子育て支援活動や福祉活動の団体など

子どもともっと遊びたい！
親子の時間がより充実！
遊びながら楽しく学ぶことができました。
子どもの成長にあわせたおもちゃ選びを
もっと子ど
分かりやすく教えて頂きました。
もと遊ぶ時間を大切にしようと思います。

学生達が普段以上に興味を
持ちながら講座に取り組ん
でいる様子に、本当に充実
した、
かつ、
貴重な経験を積
ませていただけたと大変感
謝しております。

にも声をかけて、
おもちゃと遊びに関心を持つ幅広い年代が集まることで、
講師
からの指導内容だけでなく、
受講生同士の関わり合いからの学びも期待できます。
30代主婦

現役生
他学科・卒業生

一般の方
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おもちゃと遊びのサポーター

おもちゃインストラクター養成講座
●開講時間

1日 計6時間
10：30〜17：30（時間帯の変更についてはご相談ください）

●定 員

30〜60名（最低開講人数は30名）

全国各地で、毎年３０００名以上が資格取得しています。
手作りおもちゃのコツを覚えたら、様々な素材や

レクチャー

年齢・人数にも対応することができます。
ひとつのおもちゃから遊びを広げるヒントを見つけたら、
高齢者にあわせたおもちゃ、子どもの成長・発達にあわせた

60名以上になる場合はご連絡をください。2クラス同時開催で、
講師2名を派遣するなどの対応となります。

●費 用

1 おもちゃインストラクターはじめの一歩

遊び方を工夫することができます。

①受講生1名につき8,800円（テキスト代、資料代、材料費、認定書発行手数料を含む）
②講師諸経費 往復交通費実費及び宿泊費（宿泊を要する場合のみ）
・昼食代
※講師派遣料はかかりません。

おもちゃの役割や意義を知り、おもちゃインストラク
ターの心構えを学びます。

＜例＞ 都内近郊で学校が受講者数50名で開催した場合、
「8,800円×50名＋講師交通費」
を当協会に支払います。
※開催する学校や団体は、
実際に受講生から集める
「受講料」
を自由に設定できます。

2 子どもの

ワークショップ
1 画用紙は手作りおもちゃの魔法の材料
１枚の画用紙から
「江戸からくり玩具」
３つを作る不思議な
魔法のワークショップ。

2 新聞紙を

とことん楽しむ その1
身近な素材を使って、
様々な遊
びを生み出すノンストップワー
クショップ。
人と人とのふれあ
いを学び、
みんなで沢山の遊び
を楽しめます！

おもちゃ学入門

3 手づくりおもちゃ・

子どもの成長・発達とおも
ちゃの関係から、
現代におけ
る遊びの重要性まで、体験
を通して学びます。

既製品玩具の遊び論

手作りおもちゃと既製品玩具
のそれぞれの良さを知り、
上手
な遊び方・付き合い方を学び
ます。

4 はばたけ！おもちゃインストラクター
子ども同士、保育者
と子ども、
親子などの
様々な人間関係を結
ぶおもちゃの多世代
交流論を学びます。

3 新聞紙を

とことん楽しむ その2
集団遊びやごっこ遊びやゲーム
など、様々な遊びの発展レシピ
を習得し「自ら遊びを作り出す
力と指導する力」を身につけま
しょう。

●日 程

複数の候補日をあげていただき、
調整いたします。

●講 師

おもちゃコンサルタントマスター
※当協会の公認講師が北海道から九州まで17名在籍しています。

●会 場

受講人数よりも広めの会場をご用意ください。

●開催者の方に
ご手配
いただくこと

①会場の手配（会場費がかかる場合はご負担ください）
②受講生の募集及び受講生への諸連絡
③受講生の名簿の作成（認定証作成のために事前に提出いただきます）
④当日の会場のセッティングや受付業務及び講座補佐

●講座テキスト

『おもちゃインストラクター入門』
50種以上のおもちゃの選び方や遊び方、
そして20種以上の手づくりレシピなど、
現場でも末永く使える書籍。

4 世界のおもちゃで

遊ぶ・学ぶ

世界各国の優良おもちゃで
遊ぶことを通して、おもちゃ
を通じたコミュニケーション
術を学びます。

編集：認定NPO法人芸術と遊び創造協会
発行：黎明書房
価格：2,200円
（受講料に含まれています）

受講生の声
開催者からのコメント

現場で活かせる手作りおもちゃや
遊びのヒント満載！
園に勤めて２年目で、まだまだ遊びの
引き出しが少なく、困る場面がありま
した。
園のおもちゃを改めて見なおした
いと思います。

保育士

実習や就職など、
現場に出る前の
スキルアップに最適！
保育実習で、子どもたちと一緒に遊べる
かどうか不安がありました。
身近なものを
つかった楽しい遊びをたくさん習得でき、
不安な気持ちが和らぎました。
学生

年齢も職種も様々でした
が、皆さん早々に打ち解け
て楽しんでいました。助け
合ったり、
盛り上げあったり
と和やかな雰囲気で講座が
進みました。
専門学校

おもちゃや遊びが幅広い
世代をつなぐツールである
ことを改めて感じました。
毎年、先生の熱意が受講生
に伝わる講座に感激してお
ります。
大学

地域福祉団体

地域に開かれた学校を目指しませんか？
学生だけでなく、
一般の方とともに受講することで学びが深まります！
最近、
増えている学び方は、
同年代の学生だけでなく、
社会人として活躍している
一般の方も交じる受講スタイルです。
卒業生や保育者・児童館職員など、
地域の子育て支援活動や福祉活動の団体など

子どもともっと遊びたい！
親子の時間がより充実！
遊びながら楽しく学ぶことができました。
子どもの成長にあわせたおもちゃ選びを
もっと子ど
分かりやすく教えて頂きました。
もと遊ぶ時間を大切にしようと思います。

学生達が普段以上に興味を
持ちながら講座に取り組ん
でいる様子に、本当に充実
した、
かつ、
貴重な経験を積
ませていただけたと大変感
謝しております。

にも声をかけて、
おもちゃと遊びに関心を持つ幅広い年代が集まることで、
講師
からの指導内容だけでなく、
受講生同士の関わり合いからの学びも期待できます。
30代主婦

現役生
他学科・卒業生

一般の方

開催実績

毎年50を超える大学、
短期大学、
専門学校、
社会福祉協議会、
生活協同組合などで開催。
年間3000名以上の方が資格を取得されています。

札幌こども専門学校
青森県青森市青森明けの星短期大学
岩手県立児童館いわて子どもの森
尚絅学院大学生活協同組合
聖霊女子短期大学
福島県国見町産業振興課産業振興係
茨城キリスト教大学
国際介護福祉専門学校
関東短期大学
大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校
群馬県みなかみ町 エコパーク推進課
埼玉県 埼玉学園大学・川口短期大学情報メディアセンター
国際学院埼玉短期大学
大宮こども専門学校
大原こども専門学校
埼玉東萌短期大学
越谷保育専門学校
秋草学園短期大学
聖学院大学
千葉県 植草学園短期大学
子育て支援ステーションニッセ
東京経営短期大学
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県

東京都 東京家政学院大学
大原医療秘書福祉保育専門学校
蒲田保育専門学校
新渡戸文化短期大学
東京こども専門学校
帝京大学
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校
白百合女子大学
日本工学院八王子専門学校
青梅こども未来
神奈川県 関東学院大学 社会連携センター
横浜女子短期大学
横浜こども専門学校
小田原短期大学
和泉短期大学
大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校
新潟県 新潟市社会福祉協議会
国際こども・福祉カレッジ
山梨県 大原簿記情報ビジネス医療福祉保育専門学校甲府校
長野県 長野県木曽町役場 企画財政課
静岡県 沼津情報ビジネス専門学校
愛知県 岡崎女子短期大学

滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
鳥取県
広島県
愛媛県
福岡県

熊本県
大分県
鹿児島県
沖縄県
香港

名古屋こども専門学校
金城学院大学
日本福祉大学
修文大学短期大学部
滋賀文教短期大学
京都造形芸術大学
大阪こども専門学校
姫路日ノ本短期大学
出雲科学館
社会福祉法人 三篠会
おもちゃネットワークえひめ
福岡こども専門学校
久留米信愛女学院短期大学
福岡こども短期大学
Yell チャイルドマインダー熊本の会
東九州短期大学
鹿児島キャリアデザイン専門学校
沖縄福祉保育専門学校
NPO法人てぃんくる・やいま
HKKEPA(香港日本児童教育専業協)

Presents

おもちゃ
インストラクター
養成講座

開催

ガイド

開催検討中の方からのよくある質問

Q1 履歴書に資格を書くことができますか？

Q2 試験はありますか？

A1

A2

もちろんです。
履歴書や名刺に
「おもちゃインストラクター取得」
と記入することで、
相手の方の興味にとまることもあります。
ぜひ学ばれたことをアピールしてください。

多くの方に資格を取得し活躍いただきたいため、
試験はありま
せん。
ただし、
遅刻・早退などをしてしまうと、
認定を受けられな
い場合があります。

Q3 学校で開催した場合、学校のPRになりますか？

Q4 子連れ参加はできますか？

A3

A4

学校案内やWEBサイトに取得できる資格として表記いただけ
ます。
また、
一般の方も受講可能とし、
「地域に開かれた学校を
目指す！」
というご担当の方もいらっしゃいます。

大人向けの講座で講義などもありますので、
お子様連れの受講
はできません。

http://goodtoy.org/ttm/

おもちゃ美術館

検索

東京おもちゃ美術館は、廃校になった小学校の11教室を活用した体験型ミュージアムです。赤ちゃんからお年寄りまでの
多世代で楽しめる、
「おもちゃ」
と
「遊び」による、さまざまなコンテンツを取り揃えています。
開館時間：10:00〜16:00

(最終入館15:30)

休 館 日：木曜（祝日の場合は開館、
後日振替休館あり）、他 特別休館あり。
※詳細は、
公式サイトよりご確認ください。
入 館 料：おとな(中学生以上）1,000円 ／こども
（6カ月〜小学生）700円 ／
おとなこどもペア 1,600円／シニア(65歳以上) 500円
団体利用：8名様以上でご利用の場合は、
事前にホームページより
団体利用申し込みが必要です。
（15名以上は団体割引あり）

「おもちゃインストラクター養成講座」
開催校向けの特別プログラムも用意
「おもちゃインストラクター養成講座」開催前
後のフォローアップとして、
ご希望のテーマに
合わせたレクチャーを行う団体用特別プログ
ラムをご用意しています。
ご相談ください。
問い合わせ先：yotsuya@art-play.or.jp

認定NPO法人

お問い合わせ

2019年9月改定版

全国の姉妹おもちゃ美術館
おもちゃと遊びの文化を全国に広めるため、
地域ならではの自然と文化の
魅力溢れる姉妹おもちゃ美術館を全国に設立しています。

（山口）
やんばる森のおもちゃ美術館（沖縄） 長門おもちゃ美術館

鳥海山 木のおもちゃ美術館
（秋田）

芸術と遊び創造協会では、
「芸術」
と
「遊び」
「
、おもちゃ」
によって、
親子などの多世代交流を促す
活動を推進しています。
遊びのコーディネートや手作りおもちゃの指導、
人材育成事業を通じ、
日本に良質な遊びを広めることで日本全国のさまざまな地域が豊かになる支援をしています。

人材育成部
（中野オフィス）
〒165-0026 東京都中野区新井2-12-10 TEL 03-3387-5461 FAX 03-3228-0699 MAIL nakano@art-play.or.jp
芸術と遊びらぼ ＵＲＬ http://artplaylab.jp （開催をご希望の方はＨＰからもお申し込みいただけます。）

保育者養成校、園、地域・福祉団体で
おもちゃと遊びの講座を
「開催」
しませんか？
遊ぶ力 つくる力 指導する力
おもちゃと遊びの専門家を養成する講座
子どもをはじめ、
多世代にわたって、
おもちゃと遊びの世界を広げることを
サポートするのが
「おもちゃインストラクター」
です。
本講座では、
「 身近な素材で簡単にできるおもちゃと遊び」、
「 指導の
コツ」、
「遊びのスキルとマインド」を体験型カリキュラムを通して学び
合います。
実際に手と体を動かし、
共に真剣に 遊ぶ ことの大切さや作って・遊ぶ
技術の基本を学び、
自信をもって遊びを広げる実践力を身に付けましょう。

おもちゃインストラクター養成講座は、
保育者養成校、園、地域・福祉団体で
「開催」できます！
「学生に資格を取得させたい」
「園の職員に良質な研修を提供したい」
「地元でおもちゃを活用する仲間をもっと増やしたい」
このような方には、
本講座の
「開催」
をおすすめします。
30年以上の開催実績を持つ当協会が、開催団体の皆様と連携をしながら、
企画・広報・運営のサポートをいたしますので、
ご安心ください。

