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谷川 俊太郎 氏
たに かわ しゅん た ろう

プ
ロフ

ィール

1931年東京生まれ。詩人。
1952 年第一詩集『二十億光年の孤独』を刊行。1962 年「月火水
木金土日の歌」で 第四回日本レコード大賞作詞，1975 年『マザ
ー・グースのうた』で日本翻訳文化賞， 1982 年『日々の地図』で
第 34 回読売文学賞，1993 年『世間知ラズ』で第１回萩原朔太郎
賞，2010 年『トロムソコラージュ』で第１回鮎川信夫賞など，受
賞・著書多数。 詩作のほか，絵本，エッセイ，翻訳，脚本，作詞など
幅広く作品を発表。 近年では，詩を釣る iPhoneアプリ『谷川』や，
郵便で詩を送る『ポエメール』など，詩の可能性を広げる新たな試
みにも挑戦している。  

幼い子ども と ことば
小さな子が笑いころげる“ナンセンスことば”。
いったい何がおかしいのかしら？？ 谷川さんと一緒に，
幼い子どもを夢中にさせる言葉の魅力にせまります。

第１部

感度バツグン! 中学生
第2部は,谷川さんと中学生と, そしてあなたとの
言葉さがしのセッション。心を澄ませて感じるままに, 
世界のどこにもない, 生まれたての言葉を見つけよう。
中学生の若い感性から, どんな表現が生まれるかな？  
谷川さんとの化学反応もお楽しみに！

第２部

トークライブ
～中学生をまじえて～

谷川俊太郎 子ども読書の日
記念事業いっしょに読むと もっとたのし

い!

なにかが生まれるすてきな予感…

いってみよう
よ
!

日時

場所

募集
人員

開場 午後0時30分 午後１時～
　１時30分

午後１時30分～３時
谷川俊太郎トークライブ

京都市生涯学習総合センター

京都アスニー 4階ホール

平成26年度
京都市子どもの読書活動優秀実践団体表彰式

平成27年度4月18日㈯

先着400名

中京区丸太町通七本松西入る
（京都市中央図書館となり）

◆ 申込期間 ◆
3月17日から4月15日まで

おかけ間違いのないよう ご注意ください

年中無休

◆電　話
　0 7 5 - 6 61 - 3 7 5 5
　　　　　（朝8時から夜9時まで）
◆F A X
　0 7 5 - 6 61 - 5 8 5 5
　　　　　　　　　（24時間受付）

電子メール は 24時間受付
「京都いつでもコール」の ホームページ からお申し込みください

京都いつでもコール への
事前申し込みが必要です。

お申し込みの際，お伝え下さい

複数名の場合は，
代表者のお名前・電話番号・同伴人数

イベント名 お名前 電話番号

【 会 場 ア ク セ ス 】
・地下鉄東西線「二条駅」徒歩約15分
・市バス「丸太町七本松」下車すぐ
・市バス「千本丸太町」下車 徒歩約5分

【 主　　催 】京都市中央図書館
【 問合せ先 】京都市中央図書館
電話（075）802－3133

【テーマ】

言葉の力を育む



中　　央　　　電話 802－3133
11日㈯ 13:15～ 大型絵本，パネルシアター など 聚楽保育所

14:00～ 絵本の読み聞かせ，パネルシアター など カンガルーポケット

14:45～ 絵本の読み聞かせ，エプロンシアター，大型絵本 など 京都ＹＷＣＡ親子ライブラリー

12日㈰ 10:30～ 紙芝居，絵本の読み聞かせ 朱雀第六小学校PTA図書ボランティア「本はともだち」

11:15～ 工作教室「けん玉をつくろう！」 中央図書館職員

13:15～ 紙芝居，絵本の読み聞かせ 朱二小 「ヨムヨム」

14:00～ 絵本の読み聞かせ 朱四小図書館ボランティア 「たいよう」

16日㈭ 11:00～ ＜赤ちゃん向け＞ 紙芝居 紙芝居文化の会　畑中 恵美子氏

18日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ，詩の群読 仁和小学校図書ボランティア「よみ～な，つくり～な」

11:45～ 紙芝居，エプロンシアター 花園小学校図書委員会

右京中央　　　電話 871-5336
11日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 西院保育園

14:00～ 絵本の読み聞かせ 安井小学校 図書ボランティア

12日㈰ 11:00～ 紙芝居，絵本の読み聞かせ 絵本大好き京北お話の会

14:00～ 絵本の読み聞かせ，ストーリーテリング 右京中央図書館職員

13日㈪ 11:00～【赤ちゃんからのおたのしみ会】紙芝居，絵本の読み聞かせクローバー

18日㈯ 11:00～ 紙芝居，絵本の読み聞かせ 壬生保育所

19日㈰ 11:00～ イソップ童話の「牛とカエル」，「ねこのお医者さん」ペープサート（紙人形劇）南太秦小学校 おはなしサークル「ぽぷら」

14:00～ パネルシアター，絵本の読み聞かせ，ミニブックトーク ほか 本とお話の会パンフルート

20日㈪ 11:00～【赤ちゃんからのおたのしみ会】紙芝居，絵本の読み聞かせ クローバー

伏見中央　　　電話 622-6700
11日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ，紙芝居，ペープサート（紙人形劇），手遊びなど 桃山東おはなしの会「エピクラブ」

12日㈰ 11:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 伏見中央図書館職員

13日㈪ 16:00～ ペープサート（紙人形劇） 伏見中学校ハンドメイド部

15日㈬ 14:00～ 絵本の読み聞かせ，手遊び ほか 淀保育所職員

16日㈭ 14:00～ 絵本の読み聞かせ，手遊び ほか 改進保育所職員

18日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 砂川小学校図書ボランティア

20日㈪ 16:00～ 絵本の読み聞かせ，紙芝居 ほか 伏見中学校図書委員会

醍醐中央　　　電話 575－2584
11日㈯ 11:00～ 大型絵本 ほか 醍醐朗読ボランティアの会「ひびき」

14:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 山科・醍醐こどものひろば

12日㈰ 11:00～ おたのしみ会 【図書館であそぼ！】 醍醐中央図書館職員

14:00～ 人形劇 京都女子大学人形劇団 「たんぽぽ」

16日㈭ 15:30～ 絵本の読み聞かせ ほか 子うま文庫

17日㈮ 10:30～ 絵本の読み聞かせ ほか 辰巳保育所

18日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 大受保育園

19日㈰ 11:00～ 絵本の読み聞かせ ほか ふうせん文庫

14:00～ 子ども映画会 醍醐中央図書館職員

23日㈭ 14:00～ 大型絵本 ほか 醍醐中央図書館職員

各館のおたのしみ会
下記の取り組みは すべて４月のものです。 詳しい内容は 各図書館へお問い合わせください。

京都市図書館ホームページ（ http://www2.kyotocitylib.jp/）でも イベント情報をご覧いただけます。

　 北 　　　　電話 492-8810
11日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ，大型紙芝居，手遊び など にじのこ文庫

18日㈯ 11:00～ブラックパネルシアター 鳳徳小学校PTA図書ボランティア

22日㈬ 11:00～ おりがみ みちくさ文庫

23日㈭ 11:00～ 大型絵本，ふれあいあそび 楽只保育所，船岡乳児保育所

左　　京　　　電話 722-4032
18日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ，

パネルシアター，ペープサート（紙人形劇） など
錦林・修学院・養正保育所，
京極小学校図書ボランティア「かしの木」，
図書館友の会けやき，左京図書館職員

19日㈰ 10:00～【えほんのひろばｉｎきょうと】
おすすめの絵本の展示，絵本の読み聞かせ など 図書館友の会けやき

岩　　倉　　　電話 702-8510
11日㈯ 10:30～【えいごタイム】英語の本の読み聞かせ，歌あそび 岩倉図書館職員・ボランティア

14:00～ 狂言絵本をたのしむ！ ボランティア

12日㈰ 11:00～ 布絵本であそぼう！ 岩倉図書館職員

14:00～ 絵本の読み聞かせ　ほか 岩倉南小学校ＰＴＡ「本を楽しむ会」

18日㈯ 14:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 修学院・養正・錦林保育所

19日㈰ 14:00～ 人形劇 京都女子大学人形劇団「たんぽぽ」

東　　山　　　電話 541-5455
11日㈯ 14:00～ 〇 クイズ ほか 「kwuicls（クイックルズ）」京都女子大学図書館学研究会

18日㈯ 11:00～ パネルシアター，絵本の読み聞かせ 東山図書館職員

22日㈬ 11:00～ パネルシアター，絵本の読み聞かせ 三条保育所・清水児童館

山　　科　　　電話 581-0503
11日㈯ 10:30～ 大型絵本の読み聞かせ，紙芝居 花山中学校家庭科部・美術部

14:00～ 大型絵本の読み聞かせ，紙芝居 安祥寺中学校文化図書委員

12日㈰ 10:30～ 絵本の読み聞かせ　ほか 百々小学校図書ボランティア

14:00～ 絵本の読み聞かせ，パネルシアター ほか 山科図書館職員

19日㈰ 10:30～ 大型絵本の読み聞かせ，パネルシアター ほか 子育てボランティア人形劇「てんとうむし」

14:00～【Ｈｅａｄ Ｓｈｏｕｌｄｅｒで遊ぼう!!】英語の歌や手遊び ほか 山科図書館職員

下　　京　　　電話 351-8196
12日㈰ 15:00～さかなのお話 京都水族館館長

13日㈪ 11:00～ 絵本の読み聞かせ など 崇仁保育所

19日㈰ 15:00～ 絵本の読み聞かせ など 光徳小学校 読み聞かせボランティア「わぁのなかま」

23日㈭ 11:00～ 絵本の読み聞かせ など 光徳小学校 読み聞かせボランティア「わぁのなかま」

　 南 　　　　電話 691-6888
11日㈯ 10:30～ 絵本の読み聞かせ など ボランティア

16日㈭ 10:30～【おはなし会～あかちゃんといっしょ】絵本の読み聞かせ など 南図書館職員

18日㈯ 10:30～ おりがみ教室 南図書館職員

コミュニティプラザ深草　　　電話 645-3383
18日㈯ 14:00～ 大型絵本の読み聞かせ，大型紙芝居，工作 など 深草図書館ボランティア

吉 祥 院　　　電話 681-1281
19日㈰ 11:00～ 素ばなし ほか 京都語り部の会

20日㈪ 11:00～【赤ちゃん絵本の会】絵本の読み聞かせ，手遊び ほか 山の本保育所，吉祥院図書館職員

25日㈯ 11:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 上鳥羽小学校ＰＴＡ図書ボランティア「陽だまりの会」

久世ふれあいセンター　　　電話 931-0035
12日㈰ 14:00～【吹奏楽コンサート】吹奏楽部の演奏 久世中学校吹奏楽部

13日㈪ 11:00～【ちいさなおはなし会】赤ちゃん絵本の読み聞かせ 久世保育所

19日㈰ 14:00～ 絵本の読み聞かせ ほか 京都南この本だいすきの会

20日㈪ 11:00～【ちいさなおはなし会】赤ちゃん絵本の読み聞かせ 岡田 典子氏

西　　京　　　電話 392-5558
18日㈯ 11:00～ 手づくり絵本の読み聞かせ 樫原小学校図書サポーター「木いちごの会」

19日㈰ 11:00～ 絵本の読み聞かせ など 松尾小学校PTA絵本サークル「もこもこ」

14:00～ 紙芝居と絵本の読み聞かせ 川岡小学校PTA図書ボランティア

洛　　西　　　電話 333-0577
12日㈰ 14:00～ 絵本の読み聞かせ など おはなしの会のはらクラブ

19日㈰ 10:30～ 絵本の読み聞かせ など 本とおはなしの会パンフルート

14:00～ 絵本の読み聞かせ など おはなしサークル夢ぽけっと

向　　島　　　電話  622-7001
17日㈮ 11:00～ 赤ちゃん絵本の読み聞かせ 向島図書館職員

18日㈯ 11:00～ 大型紙芝居，人形劇 図書館ボランティア「夢の国」

醍　　醐　　　電話 572-0700
11日㈯ 10:30～ 大型絵本の読み聞かせ，ブラックパネルシアター など 子うま文庫

17日㈮ 10:30～ 大型絵本の読み聞かせ，手遊び，わらべうたあそび など 辰巳保育所

19日㈰ 10:30～ 大型絵本，紙芝居の読み聞かせ など 醍醐図書館職員

久我のもり　　　　電話 934-2306
18日㈯ 11:00～ ペープサート（紙人形劇） こが保育園

こどもみらい館　　　電話 254-8181

11日㈯～23日㈭
①11:00 ②14:20

絵本の読み聞かせ，紙芝居 ほか
※休館日（火曜日）と以下の日程を除く毎日開催

こどもみらい館子育て支援ボランティア，
こどもみらい館図書館職員

17日㈮ 10:30～ 赤ちゃん絵本の読み聞かせ ほか こどもみらい館子育て支援ボランティア

20日㈪ 14:20～ 手遊び，大型絵本，紙芝居 鶴山保育所

●主催： 京都市図書館　●協力：子どもの読書活動推進のための懇談会  
＜京都市教育委員会，京都市小学校図書館研究会，京都市立中学校教育研究会図書館教育部会，京都市PTA連絡協議会，京都市子ども文庫連絡会，京都府書店商業組合，
京都市私立幼稚園協会，京都市保育園連盟＞

子どもたちにとって，
図書館がより身近で楽しい場所となることを願い，
京都市図書館では 「図書館ってどんなとこ？」 を定めました。

図書館ってどんなとこ？
　あなたの　
［ なぜ？ ］
［ 知りたい！］
［ 読みたい！］
を 助けます。

「本」を集めて，ほぞんしています。
本には世界の知しきや，人間の想ぞう力や，

ゆめがつまっています。
そんな本と，あなたとをつなぎます。

だれでも自
じ

由
ゆう

に使えます。お金はいりません。 あなたの個
こ

人
じん

情
じょう

報
ほう

を守ります。

「学校」や「塾
じゅく

」ではありません。
あなたのすきなときに，すきなように，
すきな本を読むところです。たのしそうだ

な
ぁ♪

♪


