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「遊び読み」のすすめ
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TEL：075‑383‑4811
http://www.ehonkan-kyoto.com/

「絵本とは読んでもらう本」なので年齢に関係なく

くり」を使って、
ページをめくる

お話を聴くことが好きな子、苦手な子がいます。また、

前に子どもたちに問い掛けをしたり、子どもたちにペ

聴くことが好きであっても、その時の状況や状態によ

ージをめくってもらったり、何か呪文を唱えてもらっ

っては聴くことが難しい時もあります。

てからページをめくるのも面白いと思います。私は子
どもたちがノッてきたときは同じ事を繰り返しますが、

「今から絵本を読みますからじっと座って聴きまし

飽きそうな時はこんな工夫を混ぜながら読んでいます。

ょう。」というのではなく、「今からちょっと絵本で遊

また、「絵本に書いてある言葉を勝手に変えて読ん

る絵本を使う訳でもありません。参加型の読み聞かせ
です。

小学生のみなさん
気軽に遊びに来てね！
色んなイベント
やってます

た上での「遊び読み」のご提案なのです。

に

検 索

おいでよ！

子どもたちの成長を地域で支え合う環境を整えるために
京都市では子ども若者はぐくみ局が創設されました。
児童館は地域の子育て支援の拠点として活動すると共に、
地域ぐるみの子育てを応援します。
京都市の児童館・学童保育所のマスコット
きらきらキッズちゃん

ではいけない」という意見もあります。
私もそう思います。作家に失礼です。それを分かっ

京都市の児童館

児童館

安心、安全な遊び場があります！

そんな時におすすめしたいのが「遊び読み」です。

もちゃのように扱う訳ではなく、仕掛け絵本や音の出

こちらのQRコードから「京都市の児童館」
のページをご覧いただけます
乳幼児親子のみなさん

読んであげてくださいとお伝えして来ました。でも、

んでみましょう。」というものです。実際に絵本をお
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児童館にいってみよう

中学生・高校生のみなさん

居るところがなかったら、児童館にいってみよう。

ほっこりしに来てね！

やることがなかったら、児童館にいってみよう。

絵本が大好きで絵本作家を尊敬していますが、子ど

話せる人がいなかったら、児童館にいってみよう。

なぞなぞやクイズに限らず「これなあに？」「どう

もたちに絵本を読んでいる時に１番大切なのは「目の

わかってくれる人がいなかったら、児童館にいってみよう。

したと思う？」等、聴き手に問い掛けのある絵本で子

前の子どもたち」です。「目の前の子どもたちとどん

どもたちと一緒に言葉で遊ぶのです。この時に大切な

な時間を過ごしたいか」が１番大切です。正しい読み

事は「正しさを求めない」事です。絵本と合っている

方を実践して目の前の子ど

か否かではなく、子どもたちからどれだけ発想の豊か

もたちを置いて行くような

さを引き出せるかがポイントです。そのためには読み

事になってしまっては本末

手も「遊び感覚」で関わる事が大切です。

転倒です。真面目に読んだ

もう１つ、
「参加型絵本ではない絵本を参加型にし
て読む」というのもおすすめです。
ジをめくる「めくり」というものがあります。この「め

り、遊び読みしたり、いろ

日
場

ちと関わっていただければ
と思います。

時
所

がまんできないほどしんどくなる前に、児童館にいってみよう。
児童館はここにあります。
出典

一般財団法人児童健全育成推進財団

京都やんちゃフェスタ2017 第１部

あとがき
平静を装っていても、心のどこかが弱くなっているもの。優しく丁寧な対応に、携帯電話は見つからなくても何となく不安が少し軽くな
りました。児童館もどんな「困った！」にも寄り添える優しい場所でありたいです。ちなみに、携帯電話は後日、無事見つかりました。
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予告

〜みーつけた！こころつながる あそびの文化〜
平成 29 年 10 月 28 日（土）午前 10 時〜午後 ３ 時 30 分《雨天決行》
京都市梅小路公園（市バス「七条大宮・京都水族館前」「梅小路公園前」下車）

京都市の児童館・学童保育所がつくる子どものためのおまつり
「京都やんちゃフェスタ（第１部）
」を今年も開催いたします。

先日携帯電話を失くしてしまいました。駅の忘れ物センターに電話したり、携帯ショップに相談に行ったり。「困った！」のときは、

〒601‑8441 京都市南区西九条南田町41（東寺南門前下ル一筋目東）
TEL（075）691‑1624 FAX（075）661‑0292 http://www.syobiprint.co.jp

児童館ではボランティアを
募集しています！

梅小路公園に
児童館が
やってくる！！

いろな楽しみ方で子どもた

絵本の大きな特徴の１つに、聴き手に合わせてペー

ボランティア活動に
興味のあるみなさん

絵画募集テーマ
募 集 期 間
お問い合わせ

「みーつけた！おきにいりのあそび」
7月1日（土）〜 7月21日（金）
公益社団法人 京都市児童館学童連盟 ☎ 075−682−6260

入場
無料

『安心広げます』
東京海上日動火災保険㈱代理店
（有）京都マリン
【火災・傷害・自動車・賠償責任】

〒604−0857 中京区烏丸二条上ル西側
京栄烏丸ビル５F
TEL 075−241−2373
（代表）
FAX 075−241−2485

特集！

北・上京・中京区ブロック

子どもたちによる「やんちゃっ子ステージ」では、歌やダンスなど、
練習を積み重ねてきた成果の披露の場でした。また、宇宙ロケット
を飛ばして距離を競える遊びや作って遊べる工作コーナー、体験コ
ーナーなど、地域の方々の協力のもと、楽しむことができました。
乳幼児親子から小学生・中高生が集い、来場者みんなの笑顔が
つながり・笑顔が溢れる１日でした。

島津アリーナ京都

児 童 館・学童保育 所
ま つり 2017
京都市内の各地域であそびのおまつりが開催されました。
どの地域も来場者の笑顔があふれる楽しい１日となりました。

5月20日（土） 約2,100人

右京区ブロック

やんちゃワールド２０１７

あつまれ みんな いっしょに あ・そ・ぼ！

〜いざ昔話の世界へ！みんなのこころをひとつにしよう！〜
当日は太陽がまぶしい１日となりました。スタートは「スキップ楽
団」による愉快な音楽会で盛り上がりました。午後からのコーナー
につながる「三太郎と鬼ちゃん」の職員劇をみて、４人がなかよく
なるための “元気玉” をつくるべく、子どもたちは繰り返し遊びの
体験をしました。完成した大きな元気玉が弾けた時、みんなの心が
１つになり、最後にうたをうたって無事に終了となりました。

5月20日（土） 約1,000人

平成29年度健全育成・子育て支援事業

左京・東山区ブロック

コドモール
こどもがつくるこどものお店！

子どもの楽園 あそびの楽園 一日児童館

子どもが主役の「コドモール」
。会場内は、夢中になって遊ん
だり、自分たちの考えたお店で、スタッフとして一生懸命働いた
りと、思い思いに楽しむ子どもたちのパワーにあふれていました。
高学年の女の子を対象にした㈱ワコールさんとのコラボ企画で
ある「つぼみスクール」も好評でした。
各コーナーでは、子どもたちが大活躍してくれた１日でした。

京都市立祥豊小学校・祥豊児童館

山科・醍醐ブロック

京都市立日野小学校

下京・南区ブロック

オープニングの開幕太鼓ではじまり、タイムトンネルをくぐり
抜け、絵本の世界に入り込んだ子どもたち。オニ退治や、いろい
ろメガネを身につけて大満足。また、起震車やソーラーカー等を
楽しむ姿が見られました。会館内では各館のステージ発表やフェ
イスペイント、乳幼児コーナーではキャラクターとの撮影会もあ
り、楽しい１日となりました。

右京ふれあい文化会館及び太秦安井公園芝生広場 5月20日（土） 約2,800人

〜子どもたちの願いを乗せて〜

下記の期間、京都市営地下鉄二条城駅構内に児童館・学童保育所・保育園の子どもたちの願い事を書いた短冊が
飾られます。地下鉄・市バスをご利用の際には、子どもたちの願いを是非ご覧ください。
短冊掲示期間

平成29年８月５日（土）〜 ８月13日（日）

お問い合わせ

公益社団法人 京都市児童館学童連盟

☎075‑682‑6260

5月27日（土） 約1,300人

〜あそびがいっぱい 自然もいっぱい〜

元気いっぱいの開会宣言と開幕太鼓から始まり、地域団体や大
学の協力のもと一日児童館を展開しました。司会や、さまざまな
コーナーで高学年スタッフの活躍する姿が見られました。館所の
特色あるステージ発表や趣向を凝らした様々な遊び、乳幼児コー
ナーでのミニステージのほか、色々な方の協力をいただきながら
笑顔に包まれたおまつりとなりました。

宝ヶ池 子どもの楽園

5月20日（土） 約2,300人

伏見区ブロック

西京区ブロック

伏見こどもまつり

第４１回 西京こどもまつり

〜うたってあそんで手をつなごう〜
当日は雨天のため、運動場で開催する予定のコーナーが中止となり
ましたが、体育館では町田浩志さん（まっちゃん）のステージが開催され、
ドレミの歌から始まった「つながりあそび」は、900人の子どもたち
と保護者、そしてボランティアの学生、職員を巻き込んだまさしく「う
たってあそんで手をつないだ」楽しいひとときとなりました。また、乳
幼児コーナーは雨にもかかわらず、大勢の来場者で賑わいました。

京都市立深草小学校

5月13日（土） 約900人

平成29年度 夏のオアシス！
クールキッズステーション
この旗が目印です。
実施期間
実施時間

平成29年7月1日（土）〜 9月30日（土）
平日・土曜日の午前10時〜午後5時

ふくらまそう 未来にむけて

みんなの夢

当日は、雲一つない晴天に恵まれ、大勢の来場者で盛り上がり
ました。各コーナーでは、それぞれ工夫を凝らした工作・遊び・
中高生・乳児の取組があり、消防署やエコまちステーションのコ
ーナーでも長蛇の列が見られました。ステージでは練習を積み重
ねた児童館の発表や西京警察署による安全教室、けん玉パフォー
マンスなど大盛況の１日でした。

ラクセーヌセンターコート・ラクセーヌ東側広場・小畑川中央公園 5月20日（土） 2,500人

涼みにおいでやす〜
京都市内の各児童館において、子育て親子や高齢者の方々を
対象に、夏季の日中の居場所として児童館を広く開放します。
熱中症予防にも、地域の憩いの場としても、お近くの児童館に
気軽に遊びに来てください !!
（詳細はお近くの児童館までお問い合わせください）

