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報道関係各位 

企画展のご案内 
 

 
 １展覧会ポスター 

 

広報に関するお問い合わせ：高志の国文学館 事業課  佐藤・中松・小林 

〒930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490 
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Summary ――――― 

みんなで歌った「鉄腕アトム」の主題歌、声に出して読んだ「ことばあそびうた」、詩を

身近に感じた「生きる」・・・。 

1952 年に詩集『二十億光年の孤独』でデビューし現在に至るまで、子どもからお年寄り

まで幅広い世代の読者に支持され、日本のみならず海外でも高く評価されている詩人・谷

川俊太郎。詩作を中心に絵本、翻訳、朗読、写真、映像など多彩な仕事で多くの人々を魅

了してきました。その詩は、現代を生きる人々の暮らしに寄り添い、はっとさせ、心をう

ちます。そして、耳で聴き、体で感じて楽しむことができる詩の魅力に気づかせてくれま

す。 

だれもがどこかで出会っている、谷川俊太郎の詩の魅力を体感できる展示。声を出し、

手で触れ、自分でつくる展覧会をぜひお楽しみください。 

Profile ―――――― 

谷川俊太郎  たにかわ・しゅんたろう 

詩人。1931 年生まれ 東京出身。1952 年第一詩集『二

十億光年の孤独』を刊行。1962 年「月火水木金土の歌」

で第四回日本レコード大賞作詞賞、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

一回萩原朔太郎賞、2010 年『トロムソコラージュ』で

第一回鮎川信夫賞など、受賞・著作多数。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

たな試みに挑戦している。 

 

 

Outline ―――――― 

展覧会名 谷川俊太郎の宇宙 

会  期 2019 年（令和元年）7 月 27 日（土）～9 月 23 日（月・祝） 

会  場 高志の国文学館 〒930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 

TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490  http://koshibun.jp 

開館時間 9：30～18：00（観覧受付は 17：30 まで） 

休 館 日 毎週火曜日 ※8 月 13 日（火）は開館 

観 覧 料 一般 500 円（400 円）、大学生 250 円（200 円）、前売り・一般 400 円 

※（ ）内は 20 人以上の団体料金。企画展観覧券で常設展もご覧いただけます。 

※小・中・高校生及びこれに準ずる方、各種障害者手帳をお持ちの方は無料。 
主  催  高志の国文学館     共  催 北日本新聞社、北日本放送 

特別協力 谷川俊太郎   

協  力 ナナロク社 

展覧会担当 高志の国文学館事業課 事業部長     生田美秋  （いくた よしあき） 

                  主任・学芸員 小林加代子（こばやし かよこ） 

 ©深堀瑞穂 
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Theme ―――――― 

心打つ詩との出会い。新たな文学体験！ 

耳で聴き、手で触れ、体で感じる展示。―谷川俊太郎の宇宙 

 
書く私・読むあなた                  

 

作者である私は東京にいるのに、書いた詩は知らない間に富山まで旅して、あなたが

たと交流しているのですね。書いた私のものが、読むあなたのものになってゆく、そこに

詩のはたらきがあると私は思っています。作者と読者のあいだで詩は生まれ、詩は育っ

ていきます。紙の上にいる文字の群れ、そこにあなたはまず意味を読み取るでしょう、で

も読んでいるうちに、そこにひそんでいるのは意味だけではないということに気づくの

ではないでしょうか。言葉の音、調べ、色合い、味わい、そのようなものが意味とともに

言葉の美しさ、楽しさを作っているのが詩なのです。姿、形を変えながら詩は旅して、私

たちの暮らしにゆとりをもたらしてくれます。 

                                谷川俊太郎 

 

―本展に寄せられた挨拶より― 

Topics ―――――― 

１ 企画展示室、ふるさと文学の回廊、ライブラリーコーナー、親子スペースなど、文学

館全体を使った展示。 

２ 音声、映像、写真、絵本原画、愛用品などを組み合わせた五感で楽しむ展示。撮影フ

リー、会話自由のこれまでの博物館の常識にとらわれない新しい発想の展示。 

３ 展示の特色 

①「詩の宇宙」―クレーターの上に星々が瞬く特設スペース「詩の宇宙」では、代表詩 

『二十億光年の孤独』を谷川俊太郎の朗読のほか、英語、中国語でお楽しみいただけ 

ます。 

 ②「詩を生みだす日常」－原稿、書簡、執筆の道具など、谷川俊太郎の詩の仕事と詩が

生まれる日常を紹介すると共に、詩『生きる』の世界を絵本原画、写真、mixi などの

展示でお楽しみいただけます。 

③「詩の遊園地」―絵本『もこ もこもこ』（谷川俊太郎 作、元永定正 絵、文研出版）、

『ことばあそびうた』（谷川俊太郎 詩、瀬川康男 絵、福音館書店）が、大きな絵本

や七色の言葉のフラッグに。声を出して詩のキャッチボールをお楽しみいただけま

す。 

④「詩のプレゼント」―あなたが選ぶ、あなたの谷川俊太郎詩集がつくれます。オリジ

ナルフォルダ（500 円・税込）を購入いただき、20 編の詩の中からお好きな 15 編

を選んでお持ち帰りいただけます。 

⑤「谷川さんに手紙を出そう」―あなたにとっての富山の魅力を「一言」で表現し、備

え付けのポストに投函してください（受付は 8 月 12 日まで）。投函いただいたこと
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ばから、谷川さんに詩をつくっていただき、会期中に公開します。 

４ 展示のための造作物の一部を、富山大学「博物館教育論」履修学生（「詩の宇宙」「親

子スペース」など）、富山県立富山北部高校情報デザイン科（「詩のプレゼント」）と

のコラボ企画として作成しました。 

 

 

Events ―――――― 

（１）オープニング・ライブラリー朗読会（開会式終了後） 

［朗 読］KNB 北日本放送アナウンサー 作品/詩『うつくしい！』 

［日 時］７月 27 日（土）11:00～11:30 

［会 場］当館ライブラリーコーナー 

◎参加無料 ◎申込不要 

 

（２）みみをすます～詩の朗読と歌で綴るコンサート 

［出 演］谷川俊太郎＆DiVa 

［日 時］8 月 12 日（月・祝）13:00 開場 14:00 開演（約 120 分） 

［会 場］富山県教育文化会館ホール 

◎料 金／一般前売 2,000 円（当日 2,500 円） 

     学生当日・前売 1,000 円 

     高志の国文学館友の会会員 1,500 円 

◎主 催/高志の国文学館、高志の国文学館友の会 

◎共 催/富山県文化振興財団 

◎販 売/アーツナビ、高志の国文学館 

◎問い合わせ/高志の国文学館 ◎定 員／500 名（全席自由） 

                ※ただし、友の会会員専用エリアあり  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）朗読と合唱によるコンサート 

［朗 読］車谷恵子（フリーアナウンサー）作品/『二十億光年の孤独』ほか 

［合 唱］合唱団クール・ファミーユ  

［日 時］8 月 25 日（日）13:00 開場 14:00 開演（約 75 分） 

［会 場］当館ライブラリーコーナー 

  ◎参加無料 ◎申込不要 

 

高志の国文学館友の会 会員特典 

その１ 前売り券当日券共に一般前売価格の 500 円引 

その２ 早期購入者（限定 150 席）には良席の特別エリアをご準備 

その３ 高志の国文学館事務局にてチケット販売 

お電話での申し込みも受け付けます 
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（４）DVD 上映会 

①『詩人谷川俊太郎』（紀伊国屋書店 2012 年・59 分）  

［日 時］8 月 4 日（日）14:00～ 

②『谷川さん、詩をひとつ作ってください』（モンタージュ 2014 年・82 分） 

［日 時］8 月 11 日（日）14:00～ 

③写真映画『ヤーチャイカ』 

（覚和歌子、谷川俊太郎共同監督、フロンティアワークス 2008 年・70 分） 

［日 時］9 月 1 日（日）14:00～ 

＊①～③の後に、展示担当学芸員によるギャラリートーク（展示解説：各回 30 分） 

を行います。 

［会 場］当館研修室 101（①～③共通） 

◎参加無料／申込不要  ◎定員／72 名（先着順） 

 

（５）読み語り―谷川俊太郎特集 

①赤ちゃん・幼児向け読み語り 

［出 演］読み聞かせ広げ隊 

［日 時］＜赤ちゃん向け＞7 月 28 日（日）11:00～11:30 

     ＜幼 児 向け＞8 月 25 日（日）11:00～11:30 

共 催/富山県文化振興財団 

②小学生向け読み語り 

［出 演］富山大学「博物館教育論」履修学生ほか 

［日 時］9 月 1 日（日）、9 月 7 日（土）、9 月 8 日（日） 

     11:00～11:30   

［会 場］当館親子スペース 

◎参加無料／申込不要 

 

  ＊会期中の『朗読と音楽の夕べ』では、谷川俊太郎による音楽と詩のアンソロジー『聴

くと聞こえる』を取り上げます。 

 

Highlight ――――― 

■主な出品資料 

《自筆資料》                      

1・5 冊の詩のノート ※詩を書きはじめたころの創作ノート。『二十億光年の孤独』などの 

詩の原稿や草稿が記されている。                 
2・『ことばあそびうた』原稿             

3・詩『芝生』草稿                   

4・三好達治「序にかへて」原稿（『二十億光年の孤独』所収）                 

5・『二十億光年の孤独』などについて、文学者諸氏からの礼状 
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《書籍》 

1・詩誌『金平糖』（北川幸比古発行 1948 年 11 月） 

2・詩集『二十億光年の孤独』（創元社 1952 年） 

3・写真詩集『絵本』（的場書房 1956 年） 

4・絵本『うつくしい！』（日本ブリタニカ 1983 年） 

 

《その他》 

1・写真詩集『写真』（晶文社 2013 年）写真 谷川俊太郎 撮影 

2・写真詩集『生きる』（ナナロク社 2008 年）写真 松本美枝子 撮影 

3・絵本『生きる』（福音館書店 2013 年）原画 岡本よしろう 画  

4・「鉄腕アトム」高井達雄自筆楽譜 

5・「鉄腕アトム」セル画 

6・愛用のＴシャツ 

7・外国旅行のお土産など愛用品 
 

Images ――――― 

 

  
２谷川俊太郎 肖像写真  Ⓒ深堀瑞穂          ３ 絵本『いきる』原画 （岡本よしろう 画） 

 

    
４『もこ もこもこ』書影        ５富山大学「博物館教育論」履修学生   ６富山北部高校情報デザイン科授業風景  

    （文研出版）       
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    高志の国文学館企画展「谷川俊太郎の宇宙」 

広報用画像貸出申請書 

 
高志の国文学館事業課 広報担当 行 

FAX 076-431-5490 
 

展覧会広報用の画像を貸出しております。ご希望の際は、下記の貸出条件を

ご確認のうえ、本書に必要事項をご記入いただき、FAX または E-mail にてお

申込ください。E-mail の添付にて JPEG データで画像をお送りいたします。 

 
【広報用画像貸出条件】 

◎画像は展覧会紹介の目的のみにてご使用ください。 

◎画像のトリミングや、画像に文字を重ねるレイアウトはお控えください。 

◎画像データは、ご使用後かならず破棄してください。 

◎画像データを第三者に渡すことを禁じます。 

◎インターネット上で掲載する際には、画像をコピーできないよう処置してください。 

 
御社名 ：                              
 

御担当者名 ：                            
 

E-mail アドレス ：                          
 

電話 ：            FAX ：               
 

掲載誌名・番組名・Web サイト名 ：                   
 

発行・放映・掲載予定日 ：                      

 
申込画像（ご希望の画像をチェックしてください。）

 

□画像 1 展覧会ポスター画像 

□画像 2 谷川俊太郎肖像 Ⓒ深堀瑞穂 

□画像 3 『もこ もこもこ』書影 

□画像 4  絵本『生きる』原画 

□画像 5 富山大学「博物館教育論」履修学生 

□画像 6 富山北部高校情報デザイン科授業風景 
 


