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梅雨が明けるといよいよ夏の季節です。
夏休みに図書館で勉強したという経験のある方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。県立図書館では、あらゆる世代の方に学習の機会をもっ
ていただけるよう、歴史などの人文系の本や、神奈川ゆかりの地域資料、
ジャズやクラシックなどのレコード・CD、生涯学習に関する情報などを提
供しています。

図書館で
歴史を訪ねて

県立図書館とその周辺の建物にも、
歴史があります。
県立図書館は、1954年に日本の近代建築を代表する建築家前川國男氏により
設計された歴史的に貴重な建造物です。本館の外壁は、ホロ―ブリックと呼ば
れる焼き物で、枡目模様にデザインされています。このホローブリックは日差
しを調整する構造になっていて、夏の直射
日光を遮ってくれています。吹き抜けのあ
る閲覧室は大きなガラス面とともに、開放
的な空間となっており、これも、当図書館
の建築の特徴です。

写真：外から見たホロ―ブリック

展 示

県立図書館のまわりには、県立音楽堂や
県立青少年センターがありますが、これも
前川國男氏による建築です。特に、県立音
楽堂は図書館と一体の建物として設計され
たもので、開放的な空間が広がっています。

この場所も、歴史的に由来があります。

神奈川の地方自治のあゆみ
８月９日（水）まで、
「地方自
治法施行70周年記念企画 神
奈川の地方自治のあゆみ」と
題して、展示を行っています。
この展示には、地方自治制度
の歴史年表があります。奉行
所から神奈川県への変遷も見
て取れます。ぜひお立ち寄り
ください。

この一帯の敷地は、横浜開港時に神奈川
奉行所が置かれた場所でした。横浜開港に
ともない安政６年（1859年）に神奈川奉行
所が置かれ、明治元年（1868年）に廃止さ
れるまで、ここでは内政事務が行われてい
ました。神奈川奉行所跡の碑を前に、しば
し足をとめていただき、神奈川奉行所の歴
史から開港当時に思いを馳せてみませんか。
県立図書館にお越しいただき、歴史の本や建物、周辺の歴史などを堪能して
いただくのはいかがでしょうか。
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講座名：夏休み考古教室「まが玉づくり」

生涯学習関連施設
「おすすめ情報館」

掲載内容は各施設から
の情報を基に作成して
います。変更される場
合がありますので、お
でかけ前には確認をお
願いします。

県立歴史博物館
〒231-0007 横浜市中区弁天通６-85 宇徳ビル６階
TEL:045-201-0926 http://ch.kanagawa-museum.jp/
講座名：県博セミナー（連続講座）絵図で読み解く鎌倉の歴史
日 時：９月２日、９日、16日、30日（各土曜日4回）
14:00～16:00
内 容：中世から近世にいたる鎌倉の歴史を、絵図を読み解き
ながら語る講座です。講座では実際に絵図を見なが
ら、都市鎌倉の変遷や歴史について学びます。【参加
費】4000円（各回1000円）
会 場：横浜市中区弁天通６-85 宇徳ビル６階
申込方法：HP（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：７月31日（月）必着
申込先：上記の住所（事務室 企画普及課 宛）
講座名：魔よけのしるし「背守（せまも）り」
～子どもの健やかな成長を願うもの～
日 時：９月11日（月）①10:00～12:00 ②14:00～16:00
（①②は同一内容）
内 容：子どもの健やかな成長を願って、魔よけとして子ども
の着物の背中に刺繍を施す「背守り」
。講義と体験を
通して学びます。※詳細はHP
会 場：横浜市中区弁天通６-85 宇徳ビル６階
申込方法：HP（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：７月31日（月）必着
申込先：上記の住所（事務室 企画普及課 宛）

日 時：８月１日（火）～３日（木）10:00～15:00
内 容：勾玉について講義を行い、実際に作成します。作成し
た勾玉は、その日に持ち帰ることができます。
【対象】
小学生（4年生以上）とその保護者、中学生【定員】
各日40名
会 場：県埋蔵文化財センター
申込方法：往復はがき ※詳細はHP
申込期限：７月15日（土）必着（応募者多数の場合は抽選）
申込先：左下記の住所
講座名：第3回考古学講座
日 時：７月23日（日）13:30～16:30
内 容：【テーマ】神奈川県発掘調査成果発表会2017 テー
マに沿って、スライドと資料を用いてわかりやすく解
説します。
【定員】250名
会 場：かながわ県民センター ２階ホール
申込方法：往復はがき（講座名・住所・氏名・電話番号を記載）
申込期限：７月７日（金）必着（応募者多数の場合は抽選）
申込先：左下記の住所 ※詳細はHP
講座名：夏休み体験発掘
日 時：７月27日（木）
・28日（金）10:00～16:00
内 容：【神奈川県からの委託事業】体験学習を通じて埋蔵文
化財や考古学への関心と理解をはぐくむため、発掘作
業と出土品等整理作業の見学・体験を実施します。
【対
象】中学生・高校生【定員】各日10名
会 場：横野下開戸遺跡（秦野市横野713）
申込方法：往復はがき ※詳細はHP
申込期限：７月７日（金）当日消印有効
申込先：（公財）かながわ考古学財団
〒232-0033 横浜市南区中村町３-191-１
※詳細はHP → http://kaf.or.jp

県立生命の星・地球博物館
〒250-0031 小田原市入生田499
TEL:0465-21-1515
http://nh.kanagawa-museum.jp/

展覧会名：地球を「はぎ取る」～地層が伝える大地の記憶～

県埋蔵文化財センター
〒232-0033
横浜市南区中村町３-191-１
TEL:045-252-8661
http://pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/

講座名：夏休み考古教室「土偶づくり」
日 時：７月25日（火）
・26日（水）10:00～15:00
内 容：土偶について講義を行い、実際に作成します。作成し
た土偶は、その日に持ち帰ることができます。
【対象】
小学生（4年生以上）とその保護者、中学生【定員】
各日40名
会 場：県埋蔵文化財センター
申込方法：往復はがき ※詳細はHP
申込期限：７月10日（月）必着（応募者多数の場合は抽選）
申込先：上記の住所

日 程：７月15日（土）～11月５日（日）※㊡はHP参照
内 容：崖に接着剤をふきつけて地層をはがし取る「地層はぎ
取り標本」を使って、地球で起こった出来事や地層の
美しさを紹介します。
会 場：県立生命の星・地球博物館
問合せ：上記の住所、またはTEL（企画普及課 宛）
講座名：昆虫少年・少女のひろば
日 時：①７月22日（土）②８月11日（金・祝）
各13:30～16:30
内 容：夏といえば昆虫、自由研究で昆虫を調べたい人、昆虫
の名前を知りたい人、昆虫の面白さを体験したい人な
どにおすすめです。各回同じ内容です。
会 場：県立生命の星・地球博物館
申込方法：当日受付
問合せ：上記の住所、またはTEL（企画普及課 宛）
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県立金沢文庫

県立川崎図書館

〒236-0015 横浜市金沢区金沢町142
TEL:045-701-9069

〒210-0011 川崎市川崎区富士見２-１-４
TEL:044-233-4537 FAX:044-210-1146

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/

展覧会名：特別展 アンニョンハセヨ！元暁法師

講座名：ビジネス支援トーク

日 程：６月23日（金）～８月20日（日）
内 容：韓国で最も尊崇される高僧、新羅の元暁（がんぎょ
う）生誕1400年を記念して、日本が伝えてきた新
羅・高麗仏教の真髄を示す文化財を一堂に会した特
別展です。
会 場：県立金沢文庫
問合せ：上記のTEL
講座名：連続講座 東アジア仏教への扉
日 時：①７月２日（日）②７月16日（日）
③８月13日（日）各日13:30～15:00
内 容：①韓国仏教入門【講師】岡本一平氏（慶應義塾大学）
②日本が伝えた新羅・高麗仏教【講師】道津綾乃（当
文庫主任学芸員）③称名寺湛睿の新羅仏教研究【講
師】道津綾乃
会 場：県立金沢文庫
申込方法：往復はがき、またはHP（申込フォーム）
申込期限：①６月18日（日）②７月２日（日）③７月30日（日）
問合せ：上記のTEL

県立近代美術館
＜葉山＞〒240-0111
三浦郡葉山町一色2208-１
TEL:046-875-2800
http://www.moma.pref.kanagawa.jp/

地域のたまり場作りを学ぶ
日 時：７月29日（土）14:00～16:00
内 容：人とつながる場としてのコミニティカフェ等を運営
している講師をお招きし、これまでの経験をもとに、
事業の立ち上げや経営を安定的に持続させる秘訣を
学びます。
会 場：県立川崎図書館 ２階ホール
申込方法：往復はがき、FAX、またはHP
申込期限：７月21日（金）必着
申込先：上記のTEL（産業情報課 宛）

県立図書館
〒220-8585 横浜市西区紅葉ヶ丘９-２
TEL:045-263-5900
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html

講座名：資料を読むために調べる「②雑誌論文を探す」
日 時：９月２日（土）14:00～15:30
内 容：自分の研究テーマに関してどんな論文があるのかを
知ることは研究の第一歩。雑誌の論文はどうやって
探すの？そんな初心者向けのパソコンを使って学ぶ
講座です。
会 場：県立図書館 新館３階パソコン研修室
申込方法：HP（申込フォーム）
申込期間：７月18日（火）～８月22日（火）必着
問合せ：情報整備課 045-263-5922

展覧会名：没後90年 萬鐵五郎展
日 程：７月１日（土）～９月３日（日）※祝日を除く月曜休館
内 容：岩手の土沢に生まれた萬鐵五郎（1885～1927）は、
大正時代に大胆な表現で異彩を放った画家でした。
今回の展覧会は、油彩画の代表作に加え、水墨画に
も焦点を当てた大回顧展です。
会 場：県立近代美術館 葉山
問合せ：上記＜葉山＞
展覧会名：建築家・大髙正人と鎌倉別館
日 程：５月27日（土）～９月３日（日）※祝日を除く月曜休館
内 容：1984年、建築家・大髙正人（1923～2010）の設計
により開館した鎌倉別館。改修に向けた長期休館を
前に、鎌倉別館で展示してきたコレクションや資料
で33年間の活動を振りかえります。
会 場：県立近代美術館 鎌倉別館
〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-8-1
問合せ：上記＜葉山＞

ラジオ放送

NHK-FM「お昼前のお知らせ」

～日々の暮らしに役立つ情報をお届するくらしのガイド～
NHK-FM 横浜（81.9MHz）小田原（83.5MHz）

イベント名：大学で学ぼう～生涯学習フェア～
日 時：９月３日（日）10:00～15:30
内 容：【かながわ大学生涯学習推進協議会】大学での生涯
学習について、聞いて、知って、体感できる催しで
す。馬渕清資氏（イグノーベル賞受賞）の記念講演
や、個別相談コーナー、公開講座等を実施します。
会 場：ユニコムプラザさがみはら
申込方法：
（記念講演のみ要申込）往復はがき、またはHP
「PLANETかながわ」
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/fair.html
申込期限：７月９日（日）～８月22日（火）
当日消印有効 ※申込多数の場合は抽選
申込先：〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘９-２
県立図書館 生涯学習フェア事務局
問合せ：045-263-5916

日
内

時：８月８日（火）11:50頃から３分半程度
容：「大学で学ぼう～生涯学習フェア～」参加募集

日
内

時：８月15日（火）11:50頃から３分半程度
容：「神奈川県博開館50周年記念プロジェクト」ご案内
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さらに歴史のある場所も…
ちょっと
足を伸ばすと…

県立図書館の裏手には、掃部山（かもんや
ま）公園があります。この掃部山公園は横浜
開港に貢献した大老井伊掃部頭（かもんのか
み）直弼に由来しています。明治42年に旧彦
根藩の有志により建てられた井伊掃部頭直弼
の銅像があります。
この公園には緑が溢れていて、やさしい風
と多くの木陰が迎えてくれます。奥には井伊
家ゆかりの日本庭園があり、池や滝、付近に
咲く紫陽花とともに、涼しさを感じさせてく
れます。
県立図書館にお越しいただき、神奈川県の

写真：
「横浜の開港と掃部山公園」
掃部山公園内に設置されています。

歴史の散策をするのはいかがでしょうか。

『文学の中の神奈川』(神奈川県県民部広報課 平成３年
12月発行)という本があります。
生涯学習情報コーナーの書棚にもあるのですが、説明によると、
県の広報誌『月刊かながわ』の発行600号を記念して、同誌に連載
されていた「文学の中の神奈川」を１冊にまとめたとありました。
目次を見ると、144の作品名と作者名、そして具体的な場所や地名
等が記されています。ページをめくっていくと、見開き２ページで
１作品についての解説や作者についての簡単な説明、場面の抜粋等
が書かれています。とても分かりやすく、また、それぞれの作品の魅力が伝わってくる素晴らしい
内容でした。
特に優れていると思ったのは、それぞれの舞台となった場所へ、編集の人が赴いて書いた紀行文
的な文章が掲載されていることです。作品が書かれた時代はバラバラですが、書かれた当時の情景
を想いながら、現在の様子を記しています。作品が書かれた当時と現在では大きく様変わりをして
いる場合がほとんどなので、
「当時の面影は無い。」という締め括りになりがちな所を、そうではな
く、当時の事を想像させるような余韻に満ちた表現で終わらせています。現在の状況を描写してい
ながら、「この作品は、今もここに生きている。
」ということを強く訴えかけてきます。
どの作品も読んでみたくなりましたが、解説等を参考にしながら、総合的に判断して、『或る女』
〔有島武郎・横浜市・紅葉坂〕と『最初の秋』〔山川方夫・二宮町・二宮〕、そして、『妻』〔北原武
夫・横浜市・山手〕の３作品を候補に選びました。これまで読むことのなかった作家の作品です。
とても楽しみです。馴染みのある地名が登場することで、とても身近に感じることができるでしょ
う。
それにしても、
『文学の中の神奈川』を読んで、やはり、人が丹精込めて作り上げたものは、人の
心を動かし、しかも後々まで役に立つものだと、つくづく思いました。
生涯学習に関することなら何でも気軽にご相談ください。情報コーナーでお待ちしています！
●問

合

せ● 県立図書館生涯学習情報コーナー（新館１階）☎045-263-5920

●発

行

元● 県立図書館生涯学習サポート課 〒220-8585 横浜市西区紅葉ヶ丘９-２ ☎045-263-5916

PLANET かながわ

