
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさん、「PLANET

（プラネット）かながわ」

をご存じでしょうか。

「PLANETかながわ」とは、神奈川県生涯学習情報シス

テムのことです。惑星と同じスペルですが、「先導的に

学習を支援するネットワーク」という意味のPilot 

Learning Assist NETworkの頭文字からPLANETになり

ました。1997年の運用開始から20年以上の歴史があり、

現在は県立図書館で運営しています。 

「PLANETかながわ」では、講座・イベントや大学の

公開講座などを検索することができます。また、指導者・

人材情報や団体・グループ情報を探すこともできます。

さらに、毎年夏には「夏休みかながわこどもワクワク体

験」の情報など、子ども向けの内容も充実しています。 

「PLANETかながわ」に情報を登録することもできま

す！「講座の広報をしたい」、「学んだ知識を生かして誰

かに教えてみたい」、「仲間を募集して、グループの活動

をさらに活発にしたい」という方、ぜひご利用ください。 

春の訪れを感じ、何かを初めてみようとわくわくする

この季節、「PLANETかながわ」で楽しい学びを見つけ

てみませんか！ 

 

 

右下のQRコードまたは、インターネットで「PLANETかながわ」と検索し、アクセスしてみてください。 
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「PLANETかながわ」を使ってみよう！ 

～検索編～ 
①HP上段の「PLANETで探す」をクリック。 

②講座・イベントやおでかけ、施設、文化財などの中から検索した

い情報の分野を選択。 

③キーワードを入力して検索ボタンをクリック。 

◎絞り込みを行いたい場合は、期間、地域などを選択して再度検索。 

学びをさがす 

～登録編～ 
①HP上段「PLANETに掲載・登録する」をクリック。 

②講座・イベント、指導者・人材、団体・グループの中から登録し

たい情報を選んでクリック。 

③下部の登録票（依頼票）をダウンロード。 

④内容を確認し、必要事項を記入して、県立図書館 広報・生涯学

習推進課宛に送る。 

活動を広める 

カ 

県立図書館には、県内の学びに関する

情報が数多く集まっている生涯学習情報

コーナーがあります。こちらでは学習相

談員によるPLANETかながわの利用法等

の相談もできます。電話やフォームメー

ルでのご相談もできますので、「PLANET

かながわ」と併せてご利用ください。 



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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒232-0033 

横浜市南区中村町３-191-１ 

TEL: 045-252-8661  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/ 

県埋蔵文化財センター 

     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」 

無料観覧日 

イベント 

日 時：3月20日(金・祝) 

内 容：前身である神奈川県立博物館の開館(1967年3月20日)を記念

し、３月20日(春分の日)は全展示を観覧無料とするとともに、

通常非公開の屋上ドームを特別に公開します。 

会 場：県立歴史博物館 

：申込不要 

問合せ：上記のTEL、またはHPをご覧ください。 

第１回考古学講座 

講 座 

日 時：5月16日(土)14：00～16：00 

内 容：【テーマ】「神奈川県における縄文時代後・晩期の集落」 

【講師】児玉 優 氏（神奈川県教育委員会） 

【定員】250名 

会 場：かながわ県民センター 2階ホール 

：HPまたは往復はがき 

：3月24日(火)～4月21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。 

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/ 

コレクション展 日々を象（かたど）る（予定） 

展覧会 

日 時：４月11日(土)～７月５日(日) ※祝日を除く月曜休館 

内 容：絵画や素描、立体の作品を中心に制作と日常をめぐる幾つかの

視点を立てて作品を選りすぐりました。感性に響くイメージと

の出逢いを体験してください。 

会 場：県立近代美術館 鎌倉別館 

問合せ：近代美術館 鎌倉別館 TEL:0467-22-5000 

〒248-0005 鎌倉市雪ノ下2-8-1 

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「掃部山銅像建立110年 井伊直弼と横浜」 

展覧会 

日 時：２月８日(土)～３月22日(日) 

内 容：2019年は、横浜に井伊直弼銅像が建立されてから110年目の年

にあたります。地域に残る資料に注目し、井伊直弼が開港の地

横浜でどのように記憶されてきたのかを考えます。 

会 場：県立歴史博物館 

：申込不要 

問合せ：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 

企画展「江戸刷リ物品定メ」 

展覧会 

日 時：3月27日(金)(予定)～5月24日(日) 

内 容：二代目金沢文庫長熊原政男の集めた絵地図、金沢八景、徒然草

などのコレクションを展示し、熊原の描いた「神奈川県文書

館」としての金沢文庫の構想に迫ります。 

会 場：県立金沢文庫 

問合せ：上記のTEL 

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/ 

令和元年度企画展「ゴンドワナ」 

展覧会 

日 時：2月29日(土)～5月10日(日) 

内 容：およそ６億年前に存在した巨大大陸「ゴンドワナ」の衝突と分

裂の歴史を通して、10億年におよぶダイナミックな大陸の移動

を、岩石・鉱物や化石標本によりご紹介します。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

：申込不要 

問合せ：上記のTEL、またはHPをご覧ください。 

春の地形地質観察会～プレート境界の地形をさぐる～ 

講 座 

日 時：5月10日(日)10:00～15:00 

内 容：山北駅周辺で、断層地形を観察しながら、大地の生い立ちを考

えます。アップダウンのある道を8～9 km程度歩く、やや健脚

者向け講座です。 

※雨天中止 

会 場：山北町(山北駅周辺) 

：往復はがきまたは博物館HP「申し込みフォーム」 

：4月21日(火)必着 

申込先：上記のTEL、またはHPをご覧ください。 

講座等に参加予定の皆様へ（お願い） 

新型コロナウイルス県内感染のまん延防止等の観点から、掲載

した講座等が中止または延期となる場合も想定されます。お申

込みやお出かけの際は、開催施設のHP等であらかじめご確認

ください。 

ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒220-0031 横浜市西区宮崎町26-１ 

TEL: 045-315-2828 https://ycag.yafjp.org/ 

横浜市民ギャラリー 

 

「人体を描く－クロッキーからデッサンへ」 

講 座 

日 時：4月16日(木)、23日(木)、30日(木)、5月7日(木) 

14:00～16:30 

内 容：モデルを観察し、クロッキーとデッサンを行います。 

【講師】坂本龍幸(画家) 

【定員】20名(18歳以上・抽選) 【参加費】11,000円 

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 

：3月26日(木)必着  

申込先：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 

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

星空教室 

講 座 

日 時：4月4日(土)18：30～20：00 

内 容：望遠鏡で月齢11の月と金星・すばるの接近を観察します。 

会 場：青少年センター(横浜 紅葉ケ丘） 

：電話にて先着順【対象】小学生以上 

：4月3日(金) 

申込先：県立青少年センター科学部科学支援課まで 

TEL:046-222-6370 

申込の詳細はHP「イベント案内」を参照 

http://kanagawa-yc.jp 

上級ロボットプログラム 

講 座 

日 時：3月22日(日)①9：30～11：30、②13：30～15：30 

内 容：自律型ロボットについて学び、課題にチャレンジします。 

※中級ロボットプログラム講座修了者またはロボットプログラ

ミング経験者 （①と②は同じ内容です） 

会 場：県立青少年センター科学部(本厚木) 

：往復はがき【対象】小学3～6年生 

：3月5日(木)必着 

申込先：県立青少年センター科学部科学支援課まで 

TEL:046-222-6370 

申込の詳細はHP「イベント案内」を参照 

http://kanagawa-yc.jp/ 

県立音楽堂 

 〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘9-2 

TEL: 045-263-2567 

https://www.kanagawa-ongakudo.com/ 

ブルーオーロラ サクソフォン・カルテット 

公 演 

日 時：3月20日(金・祝)  

内 容：美しいハーモニー、驚異的なテクニックに裏打ちされた即興演

奏で、バッハからベートーヴェンの「月光」、なつかしい日本の

歌までサックスの魅力全開で観せます！聴かせます！ 

会 場：県立音楽堂 

：電話、インターネットで 

：3月20日(金・祝)（当日券がある場合） 

申込先：チケットかながわ TEL:0570-015-415 

https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/ 

コンスタンチン・リフシッツ〈ピアノ〉 

公 演 

日 時：4月26日(日) 

内 容：ベートーヴェンピアノ・ソナタの旅路。ベートーヴェン生誕

250周年にあたる今年、22年ぶりとなる音楽堂で「葬送」「悲

愴」をじっくり聴かせてくれます。 

会 場：県立音楽堂 

：電話、インターネットで 

：4月26日(日)（当日券がある場合） 

申込先：チケットかながわ TEL:0570-015-415 

https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/ 

 

「えのぐであそぼう」 

講 座 

日 時：5月17日(日)10:30～12:00 

内 容：えのぐで大きな絵を描こう。 

【講師】山田佐映子(WSﾕﾆｯﾄ「うみぐみ」主宰) 

【定員】15組(年少～年長に相当する幼児と保護者・抽選) 

【参加費】1,500円(材料費込) 

会 場：横浜市民ギャラリー 4階アトリエ 

：直接来館またはHP申込みフォームから 

：4月28日(火)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://ynt.yafjp.org/   E-mail:nougaku@yaf.or.jp 

 横浜こども狂言会 

講 座 

日 時：3月22日(日)12:00（開場11:00） 

内 容：横浜能楽堂「こども狂言ワークショップ」を修了した子どもた

ちによる狂言の発表会です。本格的な装束をつけ、３か月に及

ぶ稽古の成果を発表します。 

会 場：横浜能楽堂 

：申込不要、入場無料 

問合せ：横浜能楽堂 TEL:045-263-3055 

春の特別施設見学日 

講 座 

日 時：3月28日(土)10:00、14:00 

内 容：横浜市の文化財に指定されている能舞台だけでなく、普段は入

れない鏡の間や楽屋など、ガイド付きでご案内。 

※時間までにロビーに集合。靴下または足袋をご用意ください。 

会 場：横浜能楽堂 

：申込不要、入場無料 

問合せ：横浜能楽堂 TEL:045-263-3055 

 

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 

県立図書館・公文書館合同展示「かながわとオリンピック」 

展 示 

日 時：2月14日(金)～5月13日(水) 

内 容：東京2020オリンピックが7月から始まります。県立図書館・公

文書館では本大会の開催を記念して、神奈川とオリンピックに

関するエピソードを両館の資料から紹介します。 

会 場：県立図書館 本館１階 展示コーナー 

問合せ：県立図書館 地域情報課 045-263-5904 

県立公文書館 資料課  045-364-4461 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節は春たけなわですが、このような季節

は、外に出かけてみたい気分になりません

か？例えば、お子さん向けには、キャラクター

と遊べたり、小物づくりができたりするミュージアムが

あります。また、大人も子供も楽しめる科学館や昔の作

品に触れられるような文学館、花をテーマとした公園な

ど、出かけて楽しめる場所は、県内にはたくさんありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、日本でオリンピック・パラリンピックが行

われる記念すべき年です。スポーツに関連した話題が

ますます増えていくことでしょう。これを機に健康を

維持していくきっかけとして、体を動かしつつ県内の

公園に出かけたり、健康について学んだりしてみては

いかがでしょうか。 

春は、気持ちが一新

する季節です。人生

100 歳時代の学びとし

て、何かテーマを決め

て出かけると、より有

意義な時間が過ごせ

ると思います。どんな

テーマにしようか考

えているときは、県立

図書館の新館１階にある生涯学習情報コーナーにお越

しください。（桜木町駅北口から、徒歩１０分です。）き

っと何かヒントを得ることができると思います。学習相

談員がお手伝いします。 

 

 

 

 

 

 

かながわ大学生涯学習推進協議会共同公開講座 

天才少年将棋棋士 藤井聡太誕生の物語 

講 座 

日 時：6月12日(金) 13:00～14:30 

内 容：県立図書館と横浜市立大学が共催して、公開講座を開催します。 

天才少年将棋棋士の華々しい活躍を、観る(観戦する)将棋ファン、 

「観る将」の視点でひも解きます。【受講料】全1回500円 

会 場：県立図書館 新館4階 セミナールーム 

：事前にHP・電話・FAXのいずれかにてお申し込みください 

：3月2日(月)～6月1日(月)定員に達し次第締切 

申込先：横浜市立大学 地域貢献センター 

受付は月曜日～金曜日(祝日を除く）9時30分～16時30分 

https://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/ 

TEL:045-787-8930  FAX:045-701-4338 

Eメール:exten@yokohama-cu.ac.jp 

 

もうすぐ春ですね。何を探しますか？ 

 

● 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 

        フォームメールによるお問合せは、HP下部の「メールフォームによるお問合せ」から。 

● 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 

 

「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。 

写真：お出かけ情報の配架棚 


