
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
数年間在籍しなくても大学の授業を受けることができる、資格や免許を取る

ための学習ができる…。今、多くの大学が生涯学習の場として、公開講座の開

講や社会人入学の受け入れをしていることをご存知でしょうか。 

大学が開く公開講座というと、「なんだか難しそう」という印象をお持ちの方

もいらっしゃるかもしれません。でも実際は、仕事に役立つパソコン講座や、文学作品の朗読、芸術や歴史の解

説講座など幅広いテーマで、初心者でも専門的なことをわかりやすく学ぶことができる講座も多くあります。 

そんな大学の生涯学習を皆様に紹介するため、今年も「大学で学ぼう～生涯学習フェア～」を開催します！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 
ナ ぼー 

神奈川県生涯学習ニュース 

第18号 トピックス 

１面   生涯学習フェア 

２･３面 生涯学習施設「おすすめ情報館」 

４面   神奈川県立音楽堂の大改修工事 

相談員コラム 

発行日：令和元（2019）年6月12日 

発行元：県立図書館 広報・生涯学習推進課 

第２弾 ９月７日（土曜） 会場：かながわ県民センター 

✤大学資料コーナー 

大学の学び相談コーナー 

県内36大学の公開講座案内・社会人

入試案内を配布！ 

大学の職員にも学びのご相談がで

きます！ 

✤記念講演 10：20～12：00 

▣「“他者”とともに 

    ～国際交流史からみる横浜」 

（事前申込７月７日から・手話通訳あり） 

講師：フェリス女学院大学 

 国際交流学部教授 大西 比呂志氏 

✤公開講座 ▣大学の公開講座を体験！心理学、美術など、詳細は後日上記HPに掲載します！ 

 
生涯学習フェア 

第１弾 ７月６日（土曜）、７月７日（日曜） 会場：神奈川県立図書館 

✤大学資料コーナー（申込不要）11：00～16：00 本館１階 多目的ルーム 

県内36大学の公開講座案内・社会人入試案内を配布！ 

お住まいの地域にお好みの分野の講座が開催されているかも！学習相談員がお探しします！ 

✤ライブラリーカフェ（事前申込６月18日まで）新館４階 セミナールーム 

▣７月６日 13：00～15：00 

 ポピュラー音楽で知る韓国社会 ≪講師≫日本女子大学 人間社会学部准教授 平田 由紀江氏 

▣７月７日 13：30～15：30 

  日本中世の災害と現代 ～歴史から何を学ぶか～ ≪講師≫専修大学 文学部教授 湯浅 治久氏 

問合せ先 広報・生涯学習推進課 ☎ 045-263-5916 

  詳細は、HPをご覧ください   https://www.planet.pref.kanagawa.jp/fair.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 みえるもののむこう 

展覧会 

日 時：7月13日(土)～９月８日(日) ※祝日を除く月曜休館 

内 容：見えるものの向こうに探りあてたものを絵画・写真・

インスタレーション・ダンスなどの多様なジャンルの

仕事から追います。 

会 場：県立近代美術館 葉山館 

問合せ：上記の TEL 

企画展 柚木沙弥郎の「鳥獣戯画」 

展覧会 

日 時：7月13日(土)～９月８日(日) ※祝日を除く月曜休館 

内 容：染色家・柚木沙弥郎の絵本、版画、立体に加え新作の

型染、素描などを紹介し、幅広い創作世界を持つ作家

の「今」を伝えます。 

会 場：県立近代美術館 葉山館 

問合せ：上記の TEL 

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/ 

特別展 北からの開国 -海がまもり、海がつないだ日本- 

展覧会 

日 時： 7月13日(土)～9月1日(日) 

内 容：18世紀末、〝海〟の役割が自然の要害から異国を結ぶ

路(みち)へと変容しました。北から開国を求めたロシア

との関係や海防態勢を紹介し、開国史の新たな視点を

提供します。 

会 場：県立歴史博物館 

問合せ：上記の TEL、または HP をご覧ください。 

講演会 江戸時代後期日露関係の歴史的意義  

講 座 

日 時：8月4日(日)14:00～16:00 

内 容：18世紀末から19世紀初めの日本とロシアの接触・交渉・

紛争が、江戸時代後期の日本の歴史にどのような意義を

もったのか考察します。 

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」 

：7月10日(水) 

申込先：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/ 

夏休み考古教室「土偶づくり」 

講 座 

日 時：7月24日(水)、25日(木)、26日(金)、29日(月) 

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4～6年生とその保護者、中学生  

【定員】各日40名 

会 場：県埋蔵文化財センター １階工作実習室 

：往復はがき 

：7月16日(火)必着 ※応募者多数の場合は抽選 

申込先：詳細は HP をご覧ください。 

特別展「アオバトのふしぎ～森のハト、海へ行く」 

展覧会 

日 時：7月20日(土)～11月10日(日) 

内 容：森で子育てをするアオバトは、春から秋にかけて大磯

町の海岸に飛来し海水を飲み、森へ戻ります。特別展

では、この一風変わった生態のハトのくらしを紹介し

ます。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

問合せ：上記の TEL、または HP をご覧ください。 

夏休み自由研究なんでも相談 

講 座 

日 時：7月20日(土)～8月18日(日) 

内 容：当館の学習指導員が、理科の自由研究について、テーマ

の決め方からまとめ方まで相談を受けます。 

※12：00～13：00は相談不可。 

日曜日は9：00～11：30まで。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

：当日受付 

申込先：上記の TEL、または HP をご覧ください。 

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「浄土宗七祖聖冏と関東浄土教」 

展覧会 

日 時：5月17日(金)～7月15日(月・祝) 

内 容：浄土宗の古刹として知られる茨城県・常福寺の文化財

を中心に、関東における浄土教の広まりを文献・彫

刻・絵画からご紹介します。初出陳の仏像も展示され

ます。 

会 場：県立金沢文庫 

問合せ：上記の TEL 

特別展「東洋学への誘い」 

展覧会 

日 時：7月20日(土)～9月16日(月・祝) 

内 容：東京大学東洋文化研究所の漢籍や敦煌遺書などを展示す

るとともに、昭和初期の金沢文庫を東洋学研究の観点か

ら考える、同研究所と金沢文庫が連携した展覧会です。 

会 場：県立金沢文庫 

問合せ：上記の TEL 

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://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656
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「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、

PDF 版をご覧いただけます。 

なお、生涯学習情報やお出かけ情報なども検索できます。 

 

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。 

生涯学習のためのパソコン講座 

講 座 

日 時：7月28日(日)10：00～12：30 

内 容：インターネット活用法 

～パソコンと仲良くなって世界を広げよう～ 

基本的な検索方法等について学びます。 

会 場：県立図書館 新館3階 PC 研修室 

：往復はがき又は HP 申込みフォーム 

：6月6日(木)～7月17日(水)必着 

問合せ：広報・生涯学習推進課 045-263-5916 

URL : https://www.planet.pref.kanagawa.jp/vol/pc-kouza.html 

県立図書館 

 〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘 9-2 

TEL: 045-263-5900 

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html 

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。 

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/ 

トートバックに絵を描こう 

講 座 

日 時：8月24日(土)13：30～15：30 

内 容：トートバックに絵を描いて、オリジナルバックをつくろ

う！ 【対象】小学1～3年生 定員25名（抽選） 

参加費：1,500円   講師：やま ゆりの（画家） 

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 

：8月10日(土)必着 

申込先：上記 

横浜能楽堂 
〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 27-2 

TEL: 045-263-3055 FAX: 045-263-3031 

http://www.ynt.yaf.or.jp/  E-mail:nougaku@yaf.or.jp 

 

夏休み考古教室「まが玉づくり」 

講 座 

日 時：7月31日(水)、8月1日(木)、2日（金）、5日（月） 

10：00～15：00 

内 容：まが玉について講義を行い、実際に作成します。作成し

たまが玉は、その日に持ち帰ることができます。 

【対象】小学生4～6年生とその保護者、中学生  

【定員】各日40名 

会 場：県埋蔵文化財センター １階工作実習室 

：往復はがき 

：7月16日(火)必着 ※応募者多数の場合は抽選 

申込先：詳細は HP をご覧ください。 

横浜能楽堂特別講座「先生のための狂言講座」 

講 座 

日 時：7月14日(日)17：00開演 

内 容：教育関係者を対象にした、狂言の無料講座。国語の教

科書に掲載の狂言「柿山伏」の実演を能舞台にて鑑賞

後、人間国宝・山本東次郎による解説・質疑応答を行

う。 

会 場：横浜能楽堂 

：横浜能楽堂宛、FAXまたはメール 

：6月30日(日) 

問合せ：上記 

県立青少年センター 

 〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 9-1 

TEL: 045-263-4400 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/index.html 

体験学習プログラムセミナ－ 

講 座 

日 時：①7月26日(金)、8月6日(火)、8月10日(土) 

②8月1日(木)③7月25日(木)、8月２日(金) 

内 容：①すぐに役立つアイスブレイキング 

②身体で感じるコミュニケーションワークショップ 

③グループワークの活用法 

会 場：県立青少年センター他 

：電話または FAX 

：7月13日(土)  

申込先：指導者育成課 

TEL:045-263-4466 FAX:045-242-8190 

青少年のための科学の祭典２０１９神奈川大会 

講 座 

日 時：8月11日(日)10：00～15：30 

内 容：小学生や中学生など青少年向けに、科学の不思議さや楽

しさを実感できるような実験、科学工作等を行います。 

会 場：県立青少年センター(横浜 紅葉ケ丘) 

問合せ：科学支援課 TEL:046-222-6370、6371 

URL:http://www.kanagawa-yc.jp/ 

青少年のためのロボフェスタ２０１９ 

講 座 

日 時：8月31日(土)、9月1日(日) 10：00～16：00 

内 容：ロボット技術を通して、ものづくりの楽しさや、科学の

素晴らしさを体験してもらうロボットの祭典です。詳細

はホームページでご確認ください。 

会 場：県立青少年センター(横浜 紅葉ケ丘) 

問合せ：科学支援課 TEL:046-222-6370、6371 

URL:http://www.kanagawa-yc.jp/ 

キャンプ活動セミナー 

講 座 

日 時：9月7日(土)～8日(日) 

内 容：キャンプ体験を通して、レクリエーションや野外活動を

通して、子どもとの人間関係づくりや子どもとの関わり

方を学ぶ。 

会 場：七沢自然ふれあいセンター 

：電話または FAX 

：8月18日(日)  

申込先：指導者育成課 

TEL:045-263-4466 FAX:045-242-8190 



 

 

平成 30 年(2018 年)４月から平成 31 年３月にかけ

て、神奈川県立音楽堂の大改修工事が行われました。 

昨年、木のホールとして親しまれている音楽堂は、

開館から 64 年を迎えましたが、建物長寿命化のため

の大規模な改修工事はこれまで行われておらず、建

物や館内設備の経年劣化による老朽化は深刻な状況

にありました。度重なる雨漏りの発生、空調騒音など、

コンサートホールとしてふさわしい環境創出が難し

い状況にありました。 

前川國男による戦後モダニズム建築の傑作と評さ

れる建物と東洋一と評された響きの良い木のホール

を残し、今後もその機能を十分に発揮できるように

するため、今回、改修工事が行われました。 

 

県立音楽堂は昭和 29 年（1954 年）、内山岩太郎知

事の英断と前川國男の熱意によって、県立図書館と

の一体施設として建設された全国初の公立音楽専用

コンサートホールです。そして戦後の復興期に、音楽

を通して多くの県民に希望と安らぎを届けてきまし

た。このことは、今でも多くの人々の記憶に残ってい

ます。 

音楽堂は今、大切な建築、ホールとして、これまで

果してきた功績と歴史を次世代へ伝え、さらにこれ

からも多くの県民の皆様に音楽を届け続けることが

求められています。大改修を経て音楽と建築という

２つの価値を持つ大切な県民の財産として、また、リ

ビングヘリテージ（生きている遺産）として新たなス

テージへと歩みだしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

架しています。 

いわば三千種類の 

「絵具」を所蔵し 

ています。さらに 

今年度は「資格試 

験の要項」も新た 

に加わりました。 

是非ご来館いた 

だいて、チラシやパンフレット等をご覧いただき、

ご自身に合う「彩」を探してみてください。 

さらに，人生100歳時代という景色を、豊かなも

のにするためのキャンパスに、この彩を加えていた

だければ幸いです。 

新しい年度が始まり清々しいこの季 

節は、新たな環境（景色）に身を包まれ 

る方も多いことと思います。そして、ご

自身の目標や課題を意識して、この一年を俯瞰する

季節でもあります。その中でも、何を学ぶのか、ど

う学ぶのか、学びをキャリア設計にどう位置づける

のか、等々こそが、鮮明な彩を施したい景色ではな

いでしょうか。 

さてそこで、その彩の一つに、ここ県立図書館生

涯学習情報コーナーを加えてみては如何ですか？ 

 

プ、講演会のチラシ、そして大学の公開講座や通信

教育の冊子、県内各観光地のパンフレット等々を配 

生涯を彩りませんか？ 

 学習相談員のコラム 

vol.12 

神奈川県立音楽堂の大改修工事 ～6月１日にリニューアルオープン～ 

【写真】改修後の木のホール 


