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■日本最初の国際的な子どもの本の資料・情報・研究センターです！ 
　  　　　  ー大阪府立国際児童文学館（吹田市千里万博公園）ー 
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大阪府立国際児童文学館は、子どもの本とそれに関する資料を収集・整理・保存・公開するとともに、児童文学・文化の発展

をめざしてさまざまな活動を行い、子どもの読書活動を支援するための取り組みにも力を注いでいます。１階のこども室では、

常時約2万冊を開架しており、自由に読んだり、借りることができます。2階の閲覧室では、貴重な本を手にとって見ることが

できます。子ども向けや、大人向けのイベントも随時開催していますので、どなたでも、ぜひ、お気軽にご来館ください。

 2007年2月17日（土）14：00～16：00 

 ワッハ上方（大阪府立上方演芸資料館）ワッハホール 
　　　　　   [大阪市中央区難波千日前12-7（YES・NAMBAビル）5階] 

 どなたでもご参加いただけます 

 オープニング・入選作品表彰式・入選作品の朗読とトークなど 

 大阪府・大阪府教育委員会・愛ネット大阪（人権啓発推進 
 大阪協議会）・財団法人大阪府人権協会 

 大阪法務局・大阪府市長会・大阪府町村長会・ 
 大阪公共図書館協会・大阪府PTA協議会・ 
 財団法人大阪国際児童文学館 

 財団法人大阪府人権協会人権啓発部 
 TEL.06-6568-2983   FAX.06-6568-2985 

日　　時

会　　場

内　　容

主　　催

対　　象

後 援

問 合 せ

「ヒューマンライツ・おおさかメッセージ」 
第25回人権啓発詩回人権啓発詩・読書感想文入選作品表彰式読書感想文入選作品表彰式 

 

「ヒューマンライツ・おおさかメッセージ」 
第25回人権啓発詩・読書感想文入選作品表彰式 

 

2007年2月6日（火）､17日（土）､24日（土）､ 
3月3日（土）、13日（火）の全5回 

            　　18:30～20:30（但し、2月17日、24日、3月3日は14:00～17:00） 

大阪府立女性総合センター他（フィールドワークあり） 

人権の本質について考えるとともに、まちづくり・環境・文化など
の中で人権をどのように捉えるのか、その具体的方法を探ります。 

炭谷　茂（環境省顧問、前環境事務次官） 

5,000円 

30人程度 

2007年1月31日（水）必着 

氏名・住所・電話番号・FAX番号・受講動機を明記の上、 
〒552-0007　大阪市港区弁天1-2-1-1500　 
オーク1番街15階　国際人権大学院大学（夜間）の実現をめ
ざす大阪府民会議事務局あてにはがき又はE-mailにてお申し
込みください。 
E-mail　info@ihri.jp 

FAX番号　06-6202-7076 
E-mail　info@ihri.jp 

日 　 時

時 　 間

会 　 場

内 　 容

講　　師

受 講 料

定　　員

締め切り

申 込 み

問い合わせ

2006年度プレ国際人権大学院大学講座 
『人権の本質とその具体的展開（後期）』 
2006年度プレ国際人権大学院大学講座 
『人権の本質とその具体的展開（後期）』 

子どもとおとなのための地域共育事業
講演会「子どもと街を犯罪からどう守るか－犯罪機会論と地域安全マップ－」 

■日時／1月13日（土）午前10時～12時　■内容／講師：小宮 信夫さん（立正大学文学部社

会学科教授）　■場所／大阪市立日之出人権文化センター　■定員／150名（先着順） 

■入場料／無料　■問合せ／大阪市新大阪人権協会　TEL:06-6322-6985 

FAX:06-6329-1299 

李 政美トーク&コンサート～ありのままの私～

■日時／1月27日（土）午後2時～　■内容／ 出演者：李 政美（イ・ヂョンミ）さん、矢野 敏広さん 

■定員／500名（応募多数の場合は抽選）　■入場／無料　■その他／手話通訳あり  

講演会「日本から祖国を見つめる」～ありのままの私～

■日時／1月26日（金）午後7時～　■内容／講師：宮本 稚子（みやもと のりこ）さん 

■定員／80名（応募多数の場合は抽選）　■入場料／無料 

■場所（上記2事業とも）／矢田人権文化センター 

■問合せ（上記2事業とも）／大阪市立矢田人権文化センター　TEL:06-6697-3311　

FAX:06-6697-2720 

「Love & Peace」上田正樹ハートフルコンサート 

■日時／2月17日（土）午後2時開演（午後1時30分開場）　■内容／出演：上田 正樹さん 

■場所／クレオ大阪中央　■定員／800名　■入場料／無料 

■問合せ／天王寺区役所 区民企画室 市民活動推進担当　TEL:06-6774-9743 

なんか変やで、男女の役割　～当たり前？なんでやのん？これからどうする？～

■日時／2月17日、24日、3月3日（各土曜日） 午後2時～4時 全3回（*1回のみの参加も可） 

■内容／講師：源 淳子（みなもと じゅんこ）さん（女性学研究者） 

■定員／20名（先着申込順） （締切り2月10日） 

■その他／一時保育（6ヶ月以上～就学前）あり（締切り2月5日） 

両国チャチャチャ  河野 義行さんが語る「報道の罪と罰」

■日時／3月10日（土）午後2時～3時30分　■内容／講師：河野 義行（こうの よしゆき）さん

■定員／60名（先着申込順） （締切り3月3日） ■その他／一時保育（6ヶ月以上～就学前）あり

（締切り2月28日）、手話通訳あり（締切り2月24日） 

自主サークル育成事業  「不思議な花くらぶ 押し花教室」

■日時／1月27日（土）、29日（月）、2月1日（木）、3日（土） 午後2時～4時 全4回（*1回のみの

参加も可）　■内容／講師：西井 光子（にしい みつこ）さん　■定員／20名（先着申込順）（締

切り1月20日） 

自主サークル育成事業  揚名時「健康太極拳」～加齢と共に、華麗に元気に～

■日時／2月6日、13日、20日（各火曜日） 午後2時～3時30分　全3回 

■内容／講師：河野 継子（こうの けいこ）さん（日本健康太極拳協会 指導員）　 

■定員／20名（先着申込順） （締切り2月1日）　 

■場所（上記4事業とも）／大阪市立両国人権文化センター 

■応募方法・問合せ（上記4事業とも）／来館、電話、ファックス、ハガキで大阪市立両国人権文化センターへ

TEL:06-6955-3871　FAX:06-6955-7428 

ヒューマンプラザinいけだ ～心が癒される朗読とふれあいコンサート～

■日時／2月19日（月）午後1時30分～3時40分　■内容／朗読：常田 富士男さん　 

歌：アカペラグループPYLON　演奏：音登夢　■場所／池田市民文化会館大ホール 

■入場料／無料　■その他／一時保育（1歳半～就学前、先着30名）、手話通訳あり　 

■問合せ／池田市子育て・人権部人権推進課 

TEL:072-754-6232　FAX:072-752-9785 

人権を考える市民のつどい「常田 富士男のあったか話」

■日時／2月22（木）午後6時30分開演　■内容／講師：常田 富士男さん 

■場所／茨木市クリエイトセンターホール　■入場料／無料 

■問合せ／茨木市人権センター　TEL:072-622-6613   FAX:072-622-6868 

第3回人権教育セミナー 「子どもが育つみちすじー精神科医の視点から」

■日時／3月7日（水）午前10時～12時　■内容／講師：服部 祥子さん（大阪人間科学大学健

康心理学科教授）　■場所／堺市総合福祉会館 6階ホール　■定員／400人 

■入場料／無料　■その他／手話通訳あり 

■問合せ／堺市市民人権局 人権部指導課　TEL：072-228-7159　FAX：072-228-8070 

政令指定都市移行記念　第11回さかい男女共同参画週間（1/20～27）

オープニング記念講演「一人ひとりが輝こう・・・私の個性もあなたの個性も」 

■日時／1月20日（土）午後2時～4時　■内容／講師：住田 裕子さん（弁護士） 

■場所／サンスクエア堺 B棟ホール　■入場料／無料　  

■その他／手話通訳、一時保育あり（1月12日までに要予約） 

ワークショップ1

■日時／1月21日（日）午後2時～4時　■内容／「妻は待っている・・・？夫の定年！」　 

助言者：三宅 恵子さん（社会保険労務士） 

ワークショップ2

■日時／1月27日（土）午前10時～12時　■内容／「心に聴く♪効く♪ハッピーセラピー」　 

ファシリテーター：more Pure（モア ピュア）（堺市男女共同参画市民懇話会委員） 

ワークショップ3

■日時／1月27日（土）午後1時30分～4時30分　■内容／「私らしく、あなたらしく・・・って」　 

ファシリテーター：河原 和美さん（京都ハートネットワーク代表） 

■場所／ワークショップ1・2：サンスクエア堺A棟2F研修室2　 ワークショップ3：同研修室1 

■その他／一時保育あり（1月12日までに要予約）　 

■問合せ（上記4事業とも）／堺市男女共同参画推進課 

TEL:072-228-7408　FAX:072-228-8070 

「第8回泉佐野市人権研究集会」

■日時／3月4日（日）午後1時～4時40分　■内容／全体会（ゴスペル音楽で人権を学ぼう）及

び6分科会　■場所／泉の森ホール他　■入場料／無料  

■その他／一時保育あり（事前申込が必要）、手話通訳あり 

■問合せ／泉佐野市人権推進課　TEL:072-463-1212　FAX:072-464-9314 
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『子どもの本の資料センター』 
明治時代から現在にいたるまでの、わが国で出版された子ども
の本、マンガ、理論書など子どもの本に関わる資料を広く集め、
海外の本も収集します。（所蔵資料約69万点）これらの資料は、
閲覧していただくと同時に、大切に永く保存していきます。 
 
『子どもの本の情報センター』 
ホームページなどを通して、当館の所蔵資料検索、イベント情報、
ニュースなど、子どもの本に関わる様々な情報を発信しています。 

○ホームページ：http://www.iiclo.or.jp 

○子どもが自ら興味・関心に応じた本さがしをすることができる
　検索システム「本の海大冒険」 

○子どもの本のデジタルミュージアム「子どもの本いま・むかし」 

○日本の古典的児童文学作品紹介サイト 
　「日本の子どもの本百選」 
 
『子どもの本の研究センター』 
子どもの本のキーワード研究、児童文学作品研究、絵本研究など
を幅広い分野の人々と連携しながら行っています。 
○「紀要」の発行、「日本児童文学大辞典」の刊行など 
 
そのほか、子どもの本の世界を広げる事業を行っています。 
○国内外の児童文学・文化・読書活動に関する講座・講演会・　
　シンポジウムの開催 
○「フランダースの犬展」「マザーグース展」などのテーマで小
　展示を常時開催 
○「ニッサン童話と絵本のグランプリ」「国際グリム賞」を主催 
○「アジアの絵本貸出セット」「展示用貸出パック」の特別貸出 

◆１階　こども室 
自由に本を楽しむ空間です。子どもから大人までご利用いただ
けます。 

○登録カードを作ればどなたでも借りていただけます。 
  （10冊まで2週間） 

○おはなし会、ワークショップなどさまざまな行事を開催してい 
　ます。 

○学校、幼稚園、保育所等での校外学習、遠足にもご利用いただ
　けます。（専用プログラムをご用意しています。） 

◆2階　閲覧室 
当館所蔵の貴重な資料をご覧いただけます。中学生以上の方に

ご利用いただけます。 

○資料のコピー（有料）ができます。郵便、FAX、インターネット
　（メールも可）、電話でも受付けています。（別途送料等が必要） 

○子どもの本に関する様々な問合わせを受付けています。 
　（専用電話06-6876-7479） 

◆入 館 無 料 

◆開 館 時 間  午前9時30分～午後5時 

◆休 館 日  水曜日（祝日の場合は翌日） 
          　　　　 月末日（水曜日の場合は前日） 
　　　　　　　  年末年始（12月28日から1月4日） 
                      特別整理期間（年間およそ15日間） 

◆交 通  大阪モノレール「公園東口」駅下車 
                       徒歩約10分 

◆問合わせ先  財団法人大阪国際児童文学館 
    　　　　　　 〒565-0826 
　　　　　　　  吹田市千里万博公園10-6 
　　　　　　　  電 話　06-6876-8800 
                      FAX　06-6876-8686 
                      e-mail:info@iiclo.or.jp 

※有料の講堂等貸室もあります。 

「人権」についての冊子を希望者に送付します。 
「みんなちがって、みんないい」という考え方は、人権の根本となる大切な考え方です。 
そんな「人権」のことを考えるための冊子「みんなちがって、みんないい」（ゆまにてvol.20）を希望者
に郵送します。 

冊子の内容   一人ひとりに違い＝個性があり、かけがえのない存在として大切なこと（例えば、多様性、自尊
　　　　　　　 感情、自己表現…など）や、いろいろな人権問題のこと（例えば、同和問題、女性の人権、障害
　　　　　　　 者の人権、高齢者の人権…など）をわかりやすく解説しています。A4サイズ、30ページ 

申し込み方法　  希望冊数分の切手を同封し、郵便番号、住所、氏名を記入して申し込んでください。 
                      （1冊の場合180円、2冊の場合210円、3～4冊の場合340円、5～9冊の場合450円） 

申　込　み　 〒540-8570　大阪市中央区大手前2丁目   大阪府人権室　人権教育・啓発グループ 

問　合　せ　  TEL06-6941-0351（内線2309）　FAX06-6944-6616 

 

えつ  らん 

【館の基本方針】 【館の概要】


