
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

はじめの一歩は「生涯学習サポートコーナー」を
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

発⾏元:

 大学で、生涯学習をはじ
めてみませんか︖

おすま
るはずです
そして「うちの近所の⼤学は、どんなことをやっているのかな︖」「近所に住んでいる私でも、⼤学を利⽤できないかな︖」
と、思ったことはありませんか︖
このごろの⼤学は、「学生が進学するところ」というだけではありません。
すでに社会に出て活躍されている⽅、お仕事や⼦育てがひと段落した⽅、余暇を上⼿に使いたいと思っている⽅、
得・キャリアアップを目指している⽅など、いわゆる「社会人」の、学びの場所にもなっているのです。
ャンパスで

■ 

 
 

「マナぼーカナ︖」
バックナンバーは県⽴図書館もしくは
生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」
http://
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「
たらよいか迷ってしまうことも多いのでは︖「⾃分に合った⼤学が⾒
つけられない」「⾃分がどんなことを学びたいのかはっきりわからな
い」などお悩みのときはぜひ
トコーナー」にお越しください
 
サポートコーナーを利⽤するメリット
①⼤学のパンフレットなどが置いてありますので、実際に⾒て、お持
ち帰りできます。
②インターネットで⼤学のことを調べることができます。
③学習相談員が、⾃分にあった⼤学利⽤⽅法や学び⽅などを⼀緒にお
調べします。
 

 

はじめの一歩は「生涯学習サポートコーナー」を

くわしくは、次のページへＧＯ︕

263-5900 FAX:045

カナ︖」第３号

いのご近所に、⼤学のキャンパスはありませんか︖神奈川県内には、

そして「うちの近所の⼤学は、どんなことをやっているのかな︖」「近所に住んでいる私でも、⼤学を利⽤できないかな︖」

このごろの⼤学は、「学生が進学するところ」というだけではありません。
すでに社会に出て活躍されている⽅、お仕事や⼦育てがひと段落した⽅、余暇を上⼿に使いたいと思っている⽅、

キャリアアップを目指している⽅など、いわゆる「社会人」の、学びの場所にもなっているのです。

⽉創刊︕

/magazine/backnumber.html

「よし︕⼤学で生涯学習をするぞ︕」と思い⽴っても、
たらよいか迷ってしまうことも多いのでは︖「⾃分に合った⼤学が⾒
つけられない」「⾃分がどんなことを学びたいのかはっきりわからな
い」などお悩みのときはぜひ
トコーナー」にお越しください

サポートコーナーを利⽤するメリット
①⼤学のパンフレットなどが置いてありますので、実際に⾒て、お持
ち帰りできます。
②インターネットで⼤学のことを調べることができます。
③学習相談員が、⾃分にあった⼤学利⽤⽅法や学び⽅などを⼀緒にお
調べします。 

はじめの一歩は「生涯学習サポートコーナー」を利⽤してみよう

くわしくは、次のページへＧＯ︕

045-241-2866

１面 
２面 
４面 

 

号 2015（平成

●トピックス
Ｐ３ 

いのご近所に、⼤学のキャンパスはありませんか︖神奈川県内には、

そして「うちの近所の⼤学は、どんなことをやっているのかな︖」「近所に住んでいる私でも、⼤学を利⽤できないかな︖」

このごろの⼤学は、「学生が進学するところ」というだけではありません。 
すでに社会に出て活躍されている⽅、お仕事や⼦育てがひと段落した⽅、余暇を上⼿に使いたいと思っている⽅、

キャリアアップを目指している⽅など、いわゆる「社会人」の、学びの場所にもなっているのです。

⽉創刊︕ 

/magazine/backnumber.html から 

⼤学で生涯学習をするぞ︕」と思い⽴っても、
たらよいか迷ってしまうことも多いのでは︖「⾃分に合った⼤学が⾒
つけられない」「⾃分がどんなことを学びたいのかはっきりわからな
い」などお悩みのときはぜひ
トコーナー」にお越しください

サポートコーナーを利⽤するメリット
①⼤学のパンフレットなどが置いてありますので、実際に⾒て、お持
ち帰りできます。 
②インターネットで⼤学のことを調べることができます。
③学習相談員が、⾃分にあった⼤学利⽤⽅法や学び⽅などを⼀緒にお

 

利⽤してみよう

くわしくは、次のページへＧＯ︕

2866 URL:http://

 ⼤学で、生涯学習をはじ
 指導者・人材
 生涯学習情報

いっしょにボランティア企画をたてませんか︖

（平成 27）年

トピックス 
 インターネッ

いのご近所に、⼤学のキャンパスはありませんか︖神奈川県内には、71 校も⼤学があるので、きっとお近くにあ

そして「うちの近所の⼤学は、どんなことをやっているのかな︖」「近所に住んでいる私でも、⼤学を利⽤できないかな︖」

すでに社会に出て活躍されている⽅、お仕事や⼦育てがひと段落した⽅、余暇を上⼿に使いたいと思っている⽅、
キャリアアップを目指している⽅など、いわゆる「社会人」の、学びの場所にもなっているのです。

生涯学習マスコット

マナビィ
⽯ノ森章太郎（漫画家）デザイン

 

⼤学で生涯学習をするぞ︕」と思い⽴っても、
たらよいか迷ってしまうことも多いのでは︖「⾃分に合った⼤学が⾒
つけられない」「⾃分がどんなことを学びたいのかはっきりわからな
い」などお悩みのときはぜひ、神奈川県⽴図書館の「生涯学習サポー
トコーナー」にお越しください︕ 

サポートコーナーを利⽤するメリット
①⼤学のパンフレットなどが置いてありますので、実際に⾒て、お持

②インターネットで⼤学のことを調べることができます。
③学習相談員が、⾃分にあった⼤学利⽤⽅法や学び⽅などを⼀緒にお

利⽤してみよう 

くわしくは、次のページへＧＯ︕

http://www.planet.pref.kanagawa.jp

⼤学で、生涯学習をはじめてみませんか︖
指導者・人材情報を探してみよう
生涯学習情報ヒット数ランキング
いっしょにボランティア企画をたてませんか︖

）年 4 ⽉ 1 日 

インターネッ

校も⼤学があるので、きっとお近くにあ

そして「うちの近所の⼤学は、どんなことをやっているのかな︖」「近所に住んでいる私でも、⼤学を利⽤できないかな︖」

すでに社会に出て活躍されている⽅、お仕事や⼦育てがひと段落した⽅、余暇を上⼿に使いたいと思っている⽅、
キャリアアップを目指している⽅など、いわゆる「社会人」の、学びの場所にもなっているのです。

生涯学習マスコット

マナビィ
⽯ノ森章太郎（漫画家）デザイン

⼤学で生涯学習をするぞ︕」と思い⽴っても、
たらよいか迷ってしまうことも多いのでは︖「⾃分に合った⼤学が⾒
つけられない」「⾃分がどんなことを学びたいのかはっきりわからな

県⽴図書館の「生涯学習サポー

サポートコーナーを利⽤するメリット
①⼤学のパンフレットなどが置いてありますので、実際に⾒て、お持

②インターネットで⼤学のことを調べることができます。
③学習相談員が、⾃分にあった⼤学利⽤⽅法や学び⽅などを⼀緒にお

くわしくは、次のページへＧＯ︕

www.planet.pref.kanagawa.jp

めてみませんか︖
情報を探してみよう 

ランキング 
いっしょにボランティア企画をたてませんか︖

 発⾏ 

校も⼤学があるので、きっとお近くにあ

そして「うちの近所の⼤学は、どんなことをやっているのかな︖」「近所に住んでいる私でも、⼤学を利⽤できないかな︖」

すでに社会に出て活躍されている⽅、お仕事や⼦育てがひと段落した⽅、余暇を上⼿に使いたいと思っている⽅、
キャリアアップを目指している⽅など、いわゆる「社会人」の、学びの場所にもなっているのです。皆さんも

生涯学習マスコット 

マナビィ 
⽯ノ森章太郎（漫画家）デザイン

⼤学で生涯学習をするぞ︕」と思い⽴っても、何から始め
たらよいか迷ってしまうことも多いのでは︖「⾃分に合った⼤学が⾒
つけられない」「⾃分がどんなことを学びたいのかはっきりわからな

県⽴図書館の「生涯学習サポー

サポートコーナーを利⽤するメリット 
①⼤学のパンフレットなどが置いてありますので、実際に⾒て、お持

②インターネットで⼤学のことを調べることができます。 
③学習相談員が、⾃分にあった⼤学利⽤⽅法や学び⽅などを⼀緒にお

くわしくは、次のページへＧＯ︕▶ 

www.planet.pref.kanagawa.jp 

1 面 

めてみませんか︖ 

いっしょにボランティア企画をたてませんか︖ 

校も⼤学があるので、きっとお近くにあ

そして「うちの近所の⼤学は、どんなことをやっているのかな︖」「近所に住んでいる私でも、⼤学を利⽤できないかな︖」

すでに社会に出て活躍されている⽅、お仕事や⼦育てがひと段落した⽅、余暇を上⼿に使いたいと思っている⽅、資格取
皆さんも⼤学キ

⽯ノ森章太郎（漫画家）デザイン 

何から始め
たらよいか迷ってしまうことも多いのでは︖「⾃分に合った⼤学が⾒
つけられない」「⾃分がどんなことを学びたいのかはっきりわからな

県⽴図書館の「生涯学習サポー

①⼤学のパンフレットなどが置いてありますので、実際に⾒て、お持

③学習相談員が、⾃分にあった⼤学利⽤⽅法や学び⽅などを⼀緒にお
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⼤学では、社会人⼊学や聴講制度を利⽤し学生として通う⽅法や、授業だけ参加する⽅法（公開講座やイベントなど）、
図書館などの施設を地域の⽅に開放していることもあります。分からないこと、知りたいことがあったら、ぜひ「生涯
学習サポートコーナー」へ︕ 

 

「大学で学ぼう〜生涯学習フェア〜」で、大学をプレ体験︕ 
 

 
指導者・人材情報を探し
てみよう︕ 

神奈川県生涯学習情報システム「PLANET かながわ」では、約 60,000 件の生
涯学習情報をさがすことができます。 

「PLANET かながわ」には学習成果を活かしたい⽅が数多く登録されています。
ご⾃分のサークルに講師として招いてみませんか︖ 
 
例えばこんな⽅ 
 

■ 

 
 

⼤学で生涯学習をはじめたい人のためのイベント、「生涯学習
フェア」をご存じでしょうか︖ 

年に２回、神奈川県と県内⼤学が主催するイベントです。 
 
実施内容 
①神奈川県内の⼤学が会場になるので、⼤学の雰囲気を知るこ
とができます。 
②県内⼤学のパンフレットがお持ち帰りできます。⼤学の生涯
学習情報がまとまった冊⼦も配布します。 
③⼤学の職員が、個別相談に応じます。 
④参加無料、予約不要の「体験公開講座」で、⼤学の授業を体
験できます。 
⑤著名人が⾃⾝の生涯学習体験をお話しする「記念講演」を⾏
います（事前予約制）。 
平成 25 年度は元プロ野球選手の桑田真澄氏と⿊岩祐治県知事、
昭和音楽大学の武濤京子教授がご出演されました。また、平成
26 年度は俳優の紺野美沙子氏がご出演されました。 
このイベントに参加したことがきっかけで、⼤学の社会人聴講
生となり、毎日元気に楽しく勉強をしていますなど、フェアに
来場された⽅がご報告くださいました。 
 
 

あなたも⼤学で、生涯学習をはじめてみませんか︖詳しくは、「ＰＬＡＮＥＴかながわ」をご覧いただくか、生涯学習
サポートコーナーへ︕ 
 
お問い合わせ先 
神奈川県⽴図書館 生涯学習サポートコーナー TEL:045-263-5920 
（県⽴図書館・県⽴川崎図書館は、４⽉１日（⽔）〜１３日（⽉）の間、資料総点検等のため休館します。） 
ＰＬＡＮＥＴかながわ「生涯学習サポートコーナー」ページ http://www.planet.pref.kanagawa.jp/riyou/riyou.htm 
ＰＬＡＮＥＴかながわ「⼤学での生涯学習」ページ http://www.planet.pref.kanagawa.jp/fea/daigaku.htm 
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指導ができます。 

日本語の 
 指導ができます。 

本の読み聞かせの 
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楽器の使い⽅や 
演奏指導ができます。 
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※今回より、講座・イベント情報に加え、施設情報・おでかけ情報のランキングも掲載しました。 
紙面の都合上、ベスト 10 からベスト 3 に変更しました。 
この情報は「PLANET かながわ 生涯学習情報」ページを基にヒット数を統計し、作成しております。 
上記の生涯学習情報の詳細は「PLANET かながわ」ホームページから検索してください。 
URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/ 「ホーム」⇒「生涯学習をさがす」 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

お申し込み先 神奈川県⾼校生ボランティアセンター事務局（神奈川県⽴図書館生涯学習サポート課内） 
TEL︓045-263-5900 FAX︓045-241-2866 メール︓web-master@planet.pref.kanagawa.jp 

 

※詳しくは「⾼校生ボランティアセンター“friends“」ページにて。URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/ k_vol/k_vol_top.htm 

 

●施設情報ヒット数ランキングベスト３ 

第１位 松⽥町⺠⽂化センター  

場所︓〒 258-0003 松⽥町松⽥惣領 2078 
交通機関︓JR 御殿場線松⽥駅,⼩⽥急線新松⽥駅下⾞徒歩 5 分 
問合せ︓松⽥町⺠⽂化センター  ℡︓0465-83-7021 
 

第２位 鶴⾒スポーツセンター  

〒230-0004 鶴⾒区元宮 2-5-1 
交通機関︓ ＪＲ京浜東北線 「鶴⾒駅」下⾞ 
東口から市営バス 13・155・29 系統。 
⻄口から市営バス 14・１０４系統 「森永⼯場前」下⾞ 徒歩７分       
問合せ︓（公財）横浜市体育協会 ℡︓045-584-5671 
 

第３位 横浜市⾼齢者保養研修施設ふれーゆ  

場所︓〒230-0045 神奈川県横浜市鶴⾒区末広町 1-15-2 
交通機関︓ＪＲ「鶴⾒駅」または京急「京急鶴⾒駅」下⾞。 
川崎鶴⾒臨港バス鶴０８系統ふれーゆ⾏き乗⾞、終点「ふれーゆ」下⾞ 
問合せ︓住友不動産エスフォルタ・テルウェル東日本グループ 

℡︓045-521-1010 

 生涯学習情報 
ヒット数ランキング  

 
いっしょにボランティア
企画をたてませんか︖ 

⾼校生ボランティアセンター”friends” 

４面 

 神奈川県教育委員会では⾼校生ボランティアセンター
（愛称︓friends）を運営しております。 

公募した⾼校生スタッフが、ボランティア関係の NPO
や団体の協⼒を得ながら、⾃主的にボランティア活動の
企画・実施しております。平成 27 年度のスタッフ登録
会を次のとおり開催します。ボランティアに興味ある⾼
校生はぜひ、ご参加ください。 
日  時︓5 ⽉ 17 日（日）13:30〜16:00 
開催場所︓神奈川県⽴図書館 新館４F 
内  容︓①スタッフ体験交流会 

②スタッフオリエンテーション 
申込⽅法︓「⽒名・住所・電話番号」を記載の上、当事務

局まで FAX またはメールにて。 
 

●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト３ 

第１位 やさしい骨盤ヨガ  

申込期間︓随時 料⾦︓3 ヶ⽉ 6 回 12,000 円（税別） 
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場  ℡︓044-934-4647 

 

第２位 ⼥性のためのマージャン教室 

申込期間︓随時 料⾦︓⽉ 2 回 4，000 円(税別） 初回教材費 1000 円 
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場  ℡︓044-934-4647 
 

第３位 木曜絵画教室 

申込期間︓随時 料⾦︓⼀般 3 ヶ⽉(6 回)12,000 円/⼩学生 3 ヶ⽉(6 回)9,000 円（共に税別） 
問合せ・申込︓カルチャーセンター⽂化広場  ℡︓044-934-4647 

●おでかけ情報ヒット数ランキングベスト３ 

第１位 テプコプラザ横浜  

場所︓〒220-0011  横浜市⻄区⾼島 2-18-1  
横浜新都市ビル(横浜そごう)9 階 
交通機関︓横浜駅東口より徒歩 2 分  
問合せ︓テプコプラザ横浜 ℡︓045-465-2054 
 

第２位 影取池と鉄砲宿伝説  

場所︓〒245-0064 影取町、東俣野町にまたがる 
交通機関︓JR ⼾塚駅⻄口下⾞神奈中バス藤沢⾏きバス停「鉄砲宿」下⾞  
問合せ︓⼾塚区生涯学習⽀援センター ℡︓045-866-8419 
 

第３位 於万の⽅と清源院  

場所︓244-0003 ⼾塚町 4907 
交通機関︓JR ⼾塚駅⻄口下⾞徒歩 10 分  
問合せ︓⼾塚区生涯学習⽀援センター ℡︓045-866-8419 
 

→STAY 随時開催 

→STAY 随時開催 

随時開催 
↑UP 


