
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立川崎図書館は平成30年5月15日（火）、川崎市高津区のかながわサイエン

スパーク（ＫＳＰ）内にリニューアルオープンしました。 

これまで、川崎区富士見の旧施設において「科学と産業の情報ライブラリー」

として事業を行ってきましたが、ＫＳＰに移転後は、「ものづくり技術」を支え

る専門的図書館、「ものづくり情報ライブラリー」として機能強化を図りました。 

移転前の科学技術資料や社史等

に加え、「ものづくり技術」の高度

化や技術開発に役立つ最新のデジ

タル情報を提供する海外発の電子

ジャーナルやデータベースを導入

しました。これにより、最新の学術情報をご利用になれます。 

閲覧室にある、窓際のゆったりとした個人席（キャレルデスク席）

や、グループで利用できるディスカッションルームをご利用いただけ

れば快適に調査研究が行えます。さらに、無料Wi-Fiによるインターネ

ット接続も可能です。 

専門的な資料だけでなく、「ものづくり入門コーナー」には、入門書

や新書、マンガもご用意しています。これらをソファ席でリラックスしてご覧いただくと、新たな発想やひらめき

へとつながるかもしれません。 

「知財スポット」では、発明相談や知的財産相談、創業・経営相談を定期的に開催、カンファレンスルームを主

会場に、「ものづくり」に関連した様々なイベントも開催しています。詳細は当館のホームページをご覧いただき、

新しくなった県立川崎図書館をどうぞご利用ください。お待ちしています。 

平成30年度の主なイベント 

展示 ものづくりギャラリー展示（「高津区のものづくり」「人とロボットの調和」） 

電子ジャーナル 「IEEE Xplore 活用セミナー Digital Library」（新規）、「Scopusの使い方 （入門）」（新規） 

知財関連 「企業関係者と弁理士の知財研究会」（新規）、「知財セミナー」（新規） 

社史関連 
「社史フェア」、「社史編纂サポートセミナー」（社史関係者向け） 

「講演会・企業の足跡を知る」（一般向け 新規） 

学び 
「子ども科学実験室」（小学生向け）、「大人の理科教室」（成人向け 新規） 

「エンジニアに学ぶものづくり仕事講座」（小学生高学年～高校生 新規） 

＜今後の予定から＞ 

○ものづくりカフェ「科学を楽しく―身のまわりの現象や光触媒を中心に―」 

2月9日（土） 講師：藤嶋 昭氏（東京理科大学 栄誉教授／光触媒国際研究センター長） 

○「電子ジャーナル・データベースを使いたおす！講座 in 県立川崎図書館」 

2月23日（土）、3月5日（火） 講師：県立川崎図書館 司書 
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 ◆お問合せ  県立川崎図書館 企画情報課まで 
〒213-0012  川崎市高津区坂戸3-2-1 ＫＳＰ西棟2階 
TEL：044-299-7826 FAX：044-322-8878 
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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。 

生 涯 学 習 関 連 施 設 
「おすすめ情報館」 

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/ 

企画展 堀内正和展 おもしろ楽しい心と形 
展覧会

日 時:12月８日（土）～平成31年３月24日（日） 
※祝日を除く月曜及び12月29日－１月３日休館 

内 容:彫刻家・堀内正和（1911-2001）の抽象彫刻とともに
制作過程が記された未公開スケッチやメモなどを紹介 
し、作者の思考を紐解きます。 

会 場:県立近代美術館 葉山館 
問合せ:上記の TEL、または HP をご覧ください。 

コレクション展 モダンなフォルム 
展覧会

日 時:12月８日（土）～平成31年３月24日（日） 
※祝日を除く月曜及び12月29日－１月３日休館 

内 容:「モダン」は、本来「新しさ」を意味する言葉です。絵
画から彫刻、工芸やデザインまで、20世紀の各時代の

「新しさのかたち」を展覧します。 
会 場:県立近代美術館 葉山館 
問合せ:上記の TEL、または HP をご覧ください。 

大人の工場見学 ―キリンビール横浜工場― 
講 座

日 時:平成31年1月30日（水） 
①10:00～12:40 ②14:00～16:40 

内 容:日本におけるビールの歴史を講義で学んだ後に、最新 
のビール製造工程を見学します。ビールを深く味わう 

「大人のため」の工場見学です。 
会 場:キリンビール横浜工場 

:「往復はがき」または当館 HP「フォームメール」 
:1月10日（木）必着 

問合せ:上記の TEL、または HP をご覧ください。 

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/ 

2018 年度 子ども自然科学作品展 
展覧会

日 時:12 月 22 日(土)～平成 31 年 1 月 14 日(月・祝) 
内 容:小・中学生による夏休みの自由研究など自然科学に関

する研究作品を展示します。出品された作品すべてに
博物館の学芸員からコメントが付けられています。 

会 場:県立生命の星・地球博物館 
問合せ:上記の TEL、または HP をご覧ください。 

はく製で学ぶ どうぶつのかたちとくらし 
講 座 

日 時:平成31年2月9日（土） 10:00～12:00 
内 容:タヌキやカモシカのはく製や皮標本を観察しながら、 

動物のくらしについて学びます。 
会 場:県立生命の星・地球博物館 

:往復はがきまたは当館 HP（申込みフォーム） 
:1月22日（火）必着 

問合せ:上記の TEL、または HP をご覧ください。 

連続講座「鎌倉時代の諸相（全4回）」 
講 座

日 時:平成31年①2月10日②2月17日③2月24日④3月3日 
（全て日曜）14:00～16:00 

内 容:テーマ:①「鎌倉の仏教と鎌倉幕府」、②「鎌倉時代の
喫茶文化」、③「国宝 称名寺聖教・金沢文庫文書の世
界」、④「北条高時とその時代」 
受講料:4,000円（各回ごと受講可） 

会 場:県立歴史博物館 
:「往復はがき」または当館 HP「フォームメール」 
:1月22日（火）必着 

申込先:上記の TEL、または HP をご覧ください。 

県立歴史博物館 
〒231-0006 横浜市中区南仲通５-60 
TEL: 045-201-0926 
http://ch.kanagawa-museum.jp/ 

県立金沢文庫 
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町 142 
TEL:045-701-9069 
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm 

特別展 顕われた神々 -中世の霊場と唱導- 
展覧会

日 時:11月16日(金)～平成31年１月14日(月・祝) 
内 容:中世の僧侶が説法の台本とした唱導資料や関連する彫

刻・絵画から、伊勢神宮や春日大社、八幡宮、熊野神
社などの神々の姿をご紹介いたします。関連講座も多
数開催します。 

会 場:県立金沢文庫 
問合せ:上記の TEL 

特別展 伊藤博文と金沢 
展覧会

日 時:平成31年１月19日(土)～３月10日(日) 
内 容:金沢の地に別荘をもった初代内閣総理大臣伊藤博文が

寄贈した明治憲法関係資料などから、明治の元勲たち
と金沢との関わりをご紹介いたします。関連講座も開
催します。 

会 場:県立金沢文庫 
問合せ:上記の TEL 

 

「学ぼーカナ?」をご覧いただき、誠にありがとうございます。 
生涯学習情報システム「PLANET かながわ」のホームページでもご覧
いただけます。 
Twitter や Facebook では、講座・イベント情報や生涯学習情報をつ
ぶやいています。是非、フォローしてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜能楽堂 
〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 27-2 
TEL: 045-263-3055  
http://www.ynt.yaf.or.jp/ 

工作＆見学「能楽堂で光の不思議を体験しよう～!」 
講 座

日 時:平成31年1月12日(土)①10:30～12:00(受付10:00) 
②14:00～15:30(受付13:30) 

内 容:科学工作「レインボースコープ」「ビー玉万華鏡」、光
の科学についてのお話、本舞台見学、定員各回20名 
※対象:小学生以上(小学生は保護者同伴) 

会 場:横浜能楽堂 
:電話または来館で先着順に受付中、各回200円 
:当日まで 

申込先:上記 

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/docs/ar3/cnt/f6656/ 

第7回考古学講座 
講 座

日 時:平成31年2月3日（日）14:00～16:00 
内 容:【テーマ】「低地遺跡について－考古学の観点と埋蔵文化

財の見地から－」（仮） 
【講師】大村 浩司 氏（茅ヶ崎市教育委員会） 
【定員】250名 

会 場:かながわ県民センター ２階ホール 
:当センターHP または往復はがき 
:１月17日（木）必着（応募者多数の場合は抽選） 

申込先:上記 ※詳細は HP をご覧ください。 

平成30年度かながわの遺跡展 特別講演第3回 
講 座

日 時:平成31年2月11日（月・祝）14:00～16:00 
内 容:【テーマ】「人はなぜ砂の上に住むことを選んだのか」 

【講師】石村 智 氏（東京文化財研究所音声映像記録 
研究室⾧） 

【定員】70名 
会 場:県立歴史博物館 講堂 

:往復はがき（講演名・住所・氏名・電話番号を記載） 
:１月25日（金）必着（応募者多数の場合は抽選） 

申込先:上記 ※詳細は当センターHP をご覧ください。 

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

法律情報データベース検索講習会 
「Ｄ１-Law.com 法情報総合データベース」 

講 座
日 時:平成31年1月20日（日）14:00～16:00 
内 容:＜相続＞など身近な問題を中心に、判例検索の基本的

な方法を学びます。パソコンの基本操作ができる方が
対象です。 

会 場:県立図書館 新館３階ＰＣ研修室 
:当館ＨＰのフォームメール 
:1月8日（火）必着 

問合せ:調査閲覧課  045-263-5901 

本を保存するために 
講 座

日 時:平成31年１月23日（水）14:00～16:30 
内 容:図書館の資料を末永く保存するために、職員が日常的

に行っている仕事をご紹介します。 
職員による補修の実演のほか、保存容器製作実習など
をご用意しています。 

会 場:県立図書館 新館４階セミナールーム 
:当館 HP のフォームメールまたは往復はがき 
（講座名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を明記） 

:平成31年１月9日（水）必着 
問合せ:図書課 045-263-5921 

横浜市民ギャラリー 
〒220-0031 横浜市西区宮崎町 26-１ 
TEL:045-315-2828 http://ycag.yafjp.org/ 

フェルトで動物をつくろう 
講 座

日 時:平成31年1月27日（日）13:30～15:30 
内 容:羊毛フェルトをつかって好きな動物をつくりましょう。

講師:大竹美佳（造形作家）、対象:小学4～6年生、 
参加費:1,500円、定員25名（抽選） 

会 場:横浜市民ギャラリー ４階アトリエ 
:往復はがき、直接来館または HP 申込みフォームから 
:１月12日（土）必着 

申込先:上記 

レクチャー「声と風景を記録すること」 
講 座

日 時:平成31年2月11日（月・祝）14:00～16:00 
内 容:人の“声”を軸に活動してきた映像作家の制作背景・表現 

方法等をうかがいます。講師:小森はるか（映像作家）
参加費:1,000円、定員50名（抽選） 

会 場:横浜市民ギャラリー ４階アトリエ 
:往復はがき、直接来館または HP 申込みフォームから 
:1月28日 (月）必着 

申込先:上記 

神奈川県生涯学習ニュース「学ぼーカナ?」とは? 

紙面で生涯学習情報を知りたい方を対象に、生涯学習に 
対する興味関心を持っていただくための情報誌です。 

着付ワークショップ＆狂言鑑賞会 
講 座

日 時:平成31年2月1日(金)、7日(木)、10日(日) 
内 容:全3回の着付体験と最終日に「横浜狂言堂」鑑賞、お土

産付き 着付は10:00～12:00(受付9:30)、狂言鑑賞
は14:00～15:25、定員12名 

会 場:横浜能楽堂 
:電話または来館で先着順に受付中、7,000円 
:１月24日(木） 

申込先:上記 



 

 

 

 

県立図書館新館一階奥の生涯学習情報

コーナーでは、生涯学習に関連するたくさ

んの資料を配架しています。初めてご来館

いただいた方々の中から、「リタイア後の人生設計に

悩んでいたが、ここに来ることで解決できそうだ。」と

いったお言葉をいただくことがありました。ここには、

各種施設や講座、講演会などの多くの情報があり、ま

た、相談もお受けしていますので、これからの豊かな

時間を過ごすきっかけを見つけていただくことがで

きます。 

さて、学んでみたいことに目安が付き、展覧会やコ

ンサート、講演会・公開講座やワークショップ等に出

向いたり参加を決める際に、遠距離にある会場まで出

かける億劫さや、未知の演題やテーマに二の足を踏む

思いは、どなたにもご経験があると思います。ところ

が、実は案外身近なところに、しかも敷居の高さを感

じさせない、生涯学習意欲を満たしてくれる場所が数

多く存在しています。 

まずは県内各地にある「文化会館」や「文化センタ

ー」などです。コンサート等がかなりの頻度で開催さ

れ、市民娯楽の拠点として広く認知され今日に至って

います。そして人生100歳時代を迎え、学び続けるこ

とに価値を見出そうとするこれから、その事業展開は

受動的な「観る・聴く」にとどまらない、生涯学習の

要素をふんだんに取り入れた積極的参加型へと進化

を遂げようとしています。特にふれあいや協働といっ

た感覚を重視し、参加意欲を駆り立てる状況をつくり

だそうとしています。 

例えば，ＪＲ東神奈川駅と京急仲木戸駅からすぐの

神奈川区民文化センター（かなっくホール）は、催し

ものの独創性を前面に打ち出し、多くの市民から注目

を集めています。なかでも、落語の演目を演じるワー

クショップや「おやじビアホール」と銘打った、参加

者の創意工夫をベー

スにしたイベント

は、親しみやすさを

感じさせてくれま

す。 

また、お住まいの地域には「公民館」や「地区セン

ター」など、永らく地域社会をつなぐ核としての機能

を果たしてきた施設もあります。公民館等は、生涯学

習の拠点でもあるのです。 

例えば、綾瀬市立中央公民館は、下枠のように組織

的な運営がなされ、講師等の依頼や派遣もスムーズに

行われているようです。 

紙面の関係上多くを紹介できませんが、学びの場は

身近にあります。検索サイト「ＰＬＡＮＥＴかながわ」

にもたくさんの情報がありますし、もちろん、生涯学

習情報コーナーにも多くの施設のチラシなどをご用

意しています。これらの中に興味をそそる情報が「隠

れて」いるかもしれません。是非お気軽にお越しいた

だいて、生涯学習への地固めをしてみてはいかがでし

ょうか。

 

 

 学習相談員のコラム 

vol.10 

身近なところにある学びの場 

綾瀬市は、中央公民館と５つの地区センタ

ー・２つのコミュニティーセンターとで市域

全域をカバーしています。中央公民館が講

座・イベント等を集中的に管理・運営するこ

とで、講師派遣等、計画的でスムーズな開催

が可能となり、年間45の講座、のべ104日開

催しています。 

～学習相談員取材より～ 

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 ● 県立図書館広報・生涯学習推進課 〒220-8585横浜市西区紅葉ケ丘９-２ ☎045-263-5916  PLANETかながわ 

写真：駅からすぐの 
かなっくホールです。 
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