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 さかなクン氏の講演を
聴いてみませんか

大学で生涯学習をはじ
年に２回、神奈川県と県内大学が主催するイベントです。
今年度の第 1 弾には、「ギョギョ」でおなじみのさかなクン氏
くわしくは次のとおりです。ぜひ、会場に

 時︓７
   場︓ 聖セシリア⼥⼦短期大学

       東急田園都市線

小田急江ノ島線
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神奈川県生涯学習ニュース「マナ

さかなクン氏の講演を 
聴いてみませんか

大学で生涯学習をはじめたい人のためのイベント、「
年に２回、神奈川県と県内大学が主催するイベントです。

弾には、「ギョギョ」でおなじみのさかなクン氏
くわしくは次のとおりです。ぜひ、会場に

７月１０日（⾦
聖セシリア⼥⼦短期大学
東急田園都市線

「中央林間」駅より徒歩
小田急江ノ島線

「南林間」駅（東⼝）より徒歩

１ 記念講演 
●特別講演

          講師︓さかなクン氏
テーマ︓

●基調講演
          講師︓吉永龍起氏（北⾥大学

テーマ︓
 

２ 資料展⽰ 
県内の大学資料がお持ち帰りできます。大学の関係者との個別相談もあります。
◎生涯学習フェアで配布する資料は、フェア終了後も神奈川県⽴図書館で配布します。

「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」

www.planet.pref.kanagawa.jp
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神奈川県生涯学習ニュース「マナ

 
聴いてみませんか?  

めたい人のためのイベント、「
年に２回、神奈川県と県内大学が主催するイベントです。

弾には、「ギョギョ」でおなじみのさかなクン氏
くわしくは次のとおりです。ぜひ、会場に

１０日（⾦）
聖セシリア⼥⼦短期大学 
東急田園都市線・小田急江ノ島線

「中央林間」駅より徒歩
小田急江ノ島線 

「南林間」駅（東⼝）より徒歩

 10:10〜11:30
講演  

講師︓さかなクン氏
テーマ︓「さかなクンの好奇⼼のタネ〜好きなことを学び続けよう︕〜」
基調講演  

吉永龍起氏（北⾥大学
テーマ︓「⾷卓からウナギがいなくなる︕︖〜大学で学ぶ、もうひとつの⾷の安全〜」

 
県内の大学資料がお持ち帰りできます。大学の関係者との個別相談もあります。
◎生涯学習フェアで配布する資料は、フェア終了後も神奈川県⽴図書館で配布します。
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気になる申込方法
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めたい人のためのイベント、「大学で学ぼう〜
年に２回、神奈川県と県内大学が主催するイベントです。

弾には、「ギョギョ」でおなじみのさかなクン氏
くわしくは次のとおりです。ぜひ、会場にお越しください
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小田急江ノ島線 
「中央林間」駅より徒歩 10 分 
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名誉博士）

は、次のページへＧＯ︕

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

面 さかなクン氏の講演を聴いてみません
２面 パソコン講座に参加してみませんか

面 生涯学習関連施設からのお知らせ
４面 生涯学習情報
   おすすめコーナーを紹介します

（平成 27）年

●トピックス 
 インターネッ

生涯学習フェア〜」をご存じでしょうか︖

、北⾥大学の吉永龍起氏による記念講演が開催されます。

「さかなクンの好奇⼼のタネ〜好きなことを学び続けよう︕〜」

准教授） 
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ヒット数ランキング 
おすすめコーナーを紹介します 
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による記念講演が開催されます。

     

「⾷卓からウナギがいなくなる︕︖〜大学で学ぶ、もうひとつの⾷の安全〜」 

 

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

海洋生命科学部 
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２面 

申込方法︓ 氏名・住所・電話番号・参加人数を明記の上、往復はがきまたはインターネットにて。 
申込期限︓ ６⽉ 20 日（土）まで 
定  員︓ 200 名（応募者多数の場合は抽選） 
受 講 料︓ 無料 
申 込 先︓  〒220-8585 横浜市⻄区紅葉ケ丘 9-2 

かながわ大学生涯学習推進協議会事務局 
（神奈川県⽴図書館生涯学習サポート課） 
TEL︓045-263-5900  
URL︓http://www.planet.pref.kanagawa.jp/fea/fea.html 
 

 パソコン講座に 
参加してみませんか︖ 

今回は、システムボランティアのみなさんが、パソコン講座を企画しました。 
講師・補助ともにボランティアのみなさんで担当します。内容は、Word を使って、残暑⾒舞いを作成します。 
ぜひご参加ください。 
 

講座名︓第 62 回ボランティアと共に学ぶパソコン講座 
日 時︓７月４日（土）10:00〜16:00 
 
プログラム︓〜Microsoft Word 2013 で残暑⾒舞いを作成しよう〜 

①午前の部「Word の基礎を学ぼう」 
②午後の部「残暑⾒舞いを作成しよう」 

会  場︓ 神奈川県⽴図書館 新館３Ｆ ＰＣ研修室 
対  象︓ パソコンで簡単な⽂章⼊⼒のできる方。 
申込方法︓ ①当館生涯学習サポートコーナーにて受付 

②電話受付（TEL︓045-263-5920） 
       ③メール受付（MAIL:kawaguchi-pl@pen-kanagawa.ed.jp） 
申込期限︓ ６⽉ 27 日（土）まで 
定  員︓ 10 名（先着） 
受 講 料︓ 無料 
 
※ご予約後参加できなくなった場合は、キャンセル待ちの方がいらっしゃいますので、必ずご連絡をください。 
※前日までにキャンセルが出た場合、キャンセル待ちの方へ電話連絡をいたします。 
※セキュリティ上の理由により、外部記録媒体（フロッピーディスクや USB メモリ等）は使用できません。 
※作成した残暑⾒舞いは印刷し、お持ち帰りください。（１枚） 
神奈川県⽴図書館にも展示させていただく場合があります。 

記念講演の申込みについて 
 

■ 

 

 

神奈川県⽴図書館生涯学習ボランティアは、生涯学習を受け⼊れ、学習成果を県⽴
図書館生涯学習関連事業に役⽴てています。 
今年度は 42 名が登録し、システム・フロア・セミナーの分野に分かれて活動を⾏
っています。 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３面 

 生涯学習関連施設から 
のお知らせ 

神奈川県⽴歴史博物館より 
講座名︓ミュージアムコンサート 
日  時︓7 ⽉ 19 日（日）14:00〜15:00 
内 容︓博物館の楽しみ方を広げていただくため、歴史博物館内

の講堂にてコンサートを開催します。 
定 員︓70 名 
会 場︓県⽴歴史博物館 
申 込 方 法︓往復はがき、ＨＰ（⾏事名・〒住所氏名・TEL を記⼊） 
申 込 期 限︓7 ⽉ 5 日（日）まで  
申込先︓県⽴歴史博物館 企画普及課 

〒231-0006 横浜市中区南仲通 5-60     
http://ch.kanagawa-museum.jp/ 

 
 

今回より、神奈川県の生涯学習関連施設からのおすすめ情報を掲載します。
対象は神奈川県内の生涯学習情報を掲載します。掲載内容は変更される場合
があります。おでかけ前に各施設への確認をお願いします。 
 

神奈川県教育局文化遺産課より 
講座名︓平成 27 年度 第３回考古学講座 
日  時︓７⽉ 26 日（日）13:00〜16:30 
内 容︓「神奈川県発掘調査成果発表会 2015」 

昨年度に実施した県事業に係わる発掘調査の成果発
表会を開催します。 

定 員︓260 名(応募多数の場合は抽選) 
会 場︓かながわ県⺠センター２階ホール 
申込方法︓往復はがき(講座名・住所・氏名・電話番号を記⼊) 
申込期限︓６⽉ 26 日（⾦）必着 
申込先︓県埋蔵⽂化財センター 

〒232-0033 横浜市南区中村町 3-191-1 
※詳細は HP をご覧ください。 
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/ 

神奈川県⽴生命の星・地球博物館より 
講座名︓シンポジウム「サイエンスにおける生物画とその世界」 
日  時︓８⽉１日（土）13:30〜16:00 
内 容︓７⽉ 18 日（土）〜11 ⽉３日（火・祝）に生命の星・

地球博物館で開催する特別展「生き物を描く〜サイエン
スのための細密描画〜」に関連した特別シンポジウムで
す。パネリスト︓沖縄大学准教授 盛⼝ 満氏（ゲッチョ
先生）ほか 

会 場︓県⽴生命の星・地球博物館１階 
 SEISA ミュージアムシアター 

申 込 方 法︓当日先着順 
申 込 期 限︓- 
問合せ先︓TEL 0465-21-1515 
 

神奈川県⽴川崎図書館より 
講座名︓自然に学ぶものづくり 
日  時︓７⽉ 25 日(土) 10:00〜12:00 
内 容︓日本のものづくりが、新たな技術⼒で注目されています。

動植物が獲得した構造や、生産物、挙動やデザインなど
です。ユニークな開発成果を紹介していただきます。 

会 場︓県⽴川崎図書館 ２階ホール 
申 込 方 法︓ＨＰ、ＦＡＸ、往復はがき 
申 込 期 限︓6 ⽉ 30 日（火）まで  
申込先︓神奈川県⽴川崎図書館 科学情報課 
〒210-0011 川崎市川崎区富士⾒２－１－４ 
ＴＥＬ︓044-233-4537  ＦＡＸ︓044-210-1146 
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html 
 

神奈川県⽴⾦沢文庫より 
講座名︓⽉例講座「東の正倉院〜⾦沢⽂庫〜」 
日  時︓7 ⽉ 12 日（日）13:30〜15:00 
内 容︓企画展「東の正倉院〜⾦沢⽂庫〜」の関連講座。担当学芸員が展覧会の⾒ど

ころをお話しします。 
会 場︓県⽴⾦沢⽂庫 大会議室 
申 込 方 法︓往復ハガキ（⼀人１枚）に、「7 ⽉⽉例講座希望」、住所、氏名、電話番号を明記の上、

県⽴⾦沢⽂庫まで 
申 込 期 限︓6 ⽉ 30 日（火）まで (応募多数の場合抽選） 
申込先︓〒236-0015 横浜市⾦沢区⾦沢町１４２ 神奈川県⽴⾦沢⽂庫 

神奈川県⽴生命の星・地球博物館より 
講座名︓模型⽔路で川のはたらきを観察しよう（実験と解説） 
日  時︓７⽉ 18 日（土）、19 日（日） 

各 10:00〜12:00、13:00〜15:00 
内 容︓模型⽔路を使って、流れる⽔の実験を⾏います。川はど

んなふうに流れて、どのように大地を変えていくのでし
ょうか。教員の方にも参考になる実験です。 

会 場︓県⽴生命の星・地球博物館 １階エントランスホール 
申 込 方 法︓実施時間内は自由に⾒学できます。 
申 込 期 限︓- 
問合せ先︓TEL 0465-21-1515 
 
 
 
神奈川県⽴川崎図書館より 
講座名︓生き物×特性観察＝ぶつからないクルマ 
日  時︓７⽉ 18 日(土)  14:00〜15:30 
内 容︓ハチや魚の群れはなぜぶつからないのか、様々な観察実

験を通してぶつからないロボットカーが生まれました。
映像を交えて紹介していただきます。 

会 場︓県⽴川崎図書館 ２階ホール 
申 込 方 法︓ＨＰ、ＦＡＸ、往復はがき 
申 込 期 限︓6 ⽉ 30 日（火）まで  
申込先︓神奈川県⽴川崎図書館 科学情報課 
〒210-0011 川崎市川崎区富士⾒２－１－４ 
ＴＥＬ︓044-233-4537  ＦＡＸ︓044-210-1146 
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
※このランキングは
URL http://www.planet.pref.kanagawa.jp/

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
お問い合わせ先︓神奈川県⽴図書館
TEL︓045

 

 

 
生涯学習情報

 
おすすめ
します

生涯学習サポートコーナー

●施設

第１
場  
交通機関︓
問 合
 

第２
場  
交通機関︓

問 合
 

第３
場  

交通機関︓

問 合
 

 

このランキングは
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/

お問い合わせ先︓神奈川県⽴図書館
045-263-59

 
生涯学習情報 

ヒット数
（6

 
おすすめコーナーを紹介
します（６〜８月分）

生涯学習サポートコーナー

施設情報ヒット数ランキングベスト

１位 松田町⺠⽂化センター

  所︓〒258-0003
交通機関︓JR 御殿場線松田駅
問 合 せ︓℡︓0465

２位 小出暫定スポーツ広場

  所︓〒253-0006
交通機関︓JR 茅ヶ崎駅北⼝からバス湘南ライフタウン⾏

「堤⽻根沢」下⾞
問 合 せ︓茅ヶ崎市総合体育館

３位 フリースペースみなみ・ハートフルみなみ

  所︓〒232-0024
 浦舟複合福祉施設

交通機関︓市営地下鉄阪東橋駅徒歩
 京浜急⾏⻩⾦町駅徒歩

問 合 せ︓℡︓045-243

このランキングは「PLANET
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/

お問い合わせ先︓神奈川県⽴図書館
5920  URL︓

 
ヒット数ランキング

6 月〜8 月分）

コーナーを紹介
（６〜８月分） 

生涯学習サポートコーナー

情報ヒット数ランキングベスト

松田町⺠⽂化センター  

0003 松田町松田惣領
御殿場線松田駅,小田急線新松田駅下⾞徒歩
0465-83-7021 

小出暫定スポーツ広場  

0006 茅ヶ崎市堤
茅ヶ崎駅北⼝からバス湘南ライフタウン⾏

「堤⽻根沢」下⾞       
茅ヶ崎市総合体育館 ℡︓

フリースペースみなみ・ハートフルみなみ

0024 横浜市南区浦舟町
浦舟複合福祉施設 9 階 
市営地下鉄阪東橋駅徒歩
京浜急⾏⻩⾦町駅徒歩 10

243-6840 

PLANET かながわ」で検索された回数を基に作成しております
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/kouza.html

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
︓http://www.planet.pref.kanagawa.jp

ランキング 
月分） 

コーナーを紹介
 

生涯学習サポートコーナー 

 

情報ヒット数ランキングベスト３

 

松田町松田惣領 2078 
小田急線新松田駅下⾞徒歩

 

茅ヶ崎市堤 427 
茅ヶ崎駅北⼝からバス湘南ライフタウン⾏

      
℡︓0467-82-7175

フリースペースみなみ・ハートフルみなみ

横浜市南区浦舟町 3-46 
 

市営地下鉄阪東橋駅徒歩 5 分 
10 分 

●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト

第１
開催日︓
申込期間︓随時
問合せ・申込︓
 

第２
開催日︓
申込︓
問合せ・申込
 

第３
開催日
申込期間︓
問合せ・申込

かながわ」で検索された回数を基に作成しております
kouza.html 

生涯学習サポートコーナー
://www.planet.pref.kanagawa.jp

３ 

小田急線新松田駅下⾞徒歩 5 分 

茅ヶ崎駅北⼝からバス湘南ライフタウン⾏ 

7175 

フリースペースみなみ・ハートフルみなみ  

 

●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト

１位 国際カルチャーセンター受講生募集「中国語基礎講座（⼊門・初級）」
開催日︓主として 4
申込期間︓随時（9︓
問合せ・申込︓国際カルチャーセンター

２位 日本の⽂化

開催日︓5/30、6/6
申込︓4/1(⽔)より開始
問合せ・申込︓関東学院大学

３位 ⽔曜クラシックバレエ

開催日:毎週⽔曜  A
申込期間︓随時 料⾦︓
問合せ・申込︓カルチャーセンター

 

かながわ」で検索された回数を基に作成しております

生涯学習サポートコーナー 
://www.planet.pref.kanagawa.jp

●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト

国際カルチャーセンター受講生募集「中国語基礎講座（⼊門・初級）」
4 ⽉、7 ⽉、10
︓00〜電話にて受付中

国際カルチャーセンター

日本の⽂化 伝統工芸・鎌倉彫

6/6・13・20・27
より開始 料⾦︓12,000 
関東学院大学 社会連携センター

⽔曜クラシックバレエ 

A︓16:45〜17:30
料⾦︓A︓6,000

カルチャーセンター

●おでかけ

第１
場所︓
交通機関︓
問合せ
 

第２
場所︓

交通機関︓
問合せ
 

第３
場所︓〒
交通機関︓
問合せ

かながわ」で検索された回数を基に作成しております

://www.planet.pref.kanagawa.jp/riyou/riyou.html

神奈川県⽴図書館
生涯学習（施設案内・施設⾒学・催し物・大学講座・
市町村広
インターネットによる
どをご利⽤いただけます。
では、毎⽉展⽰内容を変えて、皆さんにおすすめの
情報を提供しております。
 
●6 ⽉〜
６⽉︓公⺠館報（コンクール⼊賞作品の展⽰）
７⽉︓ジャズの名盤
８⽉︓学ぼう︕オープンカレッジで︕

●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト

国際カルチャーセンター受講生募集「中国語基礎講座（⼊門・初級）」
10 ⽉、1 ⽉に開講

〜電話にて受付中） 料⾦︓
国際カルチャーセンター  ℡︓045

伝統工芸・鎌倉彫(⼊門編

27 全 5 回 各土曜日
12,000 円 

社会連携センター  

 A ・ B 

17:30（45 分）3
6,000 円（税別）/ B

カルチャーセンターBUNKA ⽂化広場

おでかけ情報ヒット数ランキングベスト

１位 於万の方と清源院

場所︓〒244-0003 
交通機関︓JR ⼾塚駅⻄⼝下⾞徒歩
問合せ︓⼾塚区生涯学習⽀援センター

２位 テプコプラザ横浜

場所︓〒220-0011  
横浜新都市ビル

交通機関︓横浜駅東⼝より徒歩
問合せ︓テプコプラザ横浜

３位 影取池と鉄砲宿伝説

場所︓〒245-0064 影取町
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

かながわ」で検索された回数を基に作成しております。 

/riyou/riyou.html

神奈川県⽴図書館生涯学習サポートコーナーでは、
生涯学習（施設案内・施設⾒学・催し物・大学講座・
市町村広報紙などの情報）に関する資料貸出・閲覧・
インターネットによる
どをご利⽤いただけます。

毎⽉展⽰内容を変えて、皆さんにおすすめの
情報を提供しております。

⽉〜8 ⽉のテーマ
公⺠館報（コンクール⼊賞作品の展⽰）
ジャズの名盤
学ぼう︕オープンカレッジで︕

●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト

国際カルチャーセンター受講生募集「中国語基礎講座（⼊門・初級）」
⽉に開講 詳しくはホームページをご覧ください

料⾦︓各 16,500 円（
045-263-6888 

⼊門編) 

各土曜日 

  横浜市⾦沢区六浦東

3 歳から/ B︓17:15
/ B︓6,500 円（税別）

⽂化広場  ℡︓044-

情報ヒット数ランキングベスト

於万の方と清源院  

 ⼾塚町 4907 
⼾塚駅⻄⼝下⾞徒歩 10

⼾塚区生涯学習⽀援センター

テプコプラザ横浜  

0011  横浜市⻄区⾼島
横浜新都市ビル(横浜そごう)9

横浜駅東⼝より徒歩 2 分 
テプコプラザ横浜 ℡︓045-

影取池と鉄砲宿伝説  

影取町、東俣野町にまたがる
⼾塚駅⻄⼝下⾞神奈中バス藤沢⾏きバス停「鉄砲宿」下⾞

⼾塚区生涯学習⽀援センター

 

/riyou/riyou.html 

生涯学習サポートコーナーでは、
生涯学習（施設案内・施設⾒学・催し物・大学講座・

報紙などの情報）に関する資料貸出・閲覧・
インターネットによる検索や相談員との学習相談な
どをご利⽤いただけます。また、おすすめコーナー

毎⽉展⽰内容を変えて、皆さんにおすすめの
情報を提供しております。 

⽉のテーマ 
公⺠館報（コンクール⼊賞作品の展⽰）
ジャズの名盤 おすすめ（レコード）
学ぼう︕オープンカレッジで︕

●講座・イベント情報ヒット数ランキングベスト３ 

国際カルチャーセンター受講生募集「中国語基礎講座（⼊門・初級）」
詳しくはホームページをご覧ください

16,500 円（3 ヵ⽉ 10 回）
 

横浜市⾦沢区六浦東 1-50-1

17:15〜18:15（
円（税別） 

-934-4647 

情報ヒット数ランキングベスト

 
10 分  

⼾塚区生涯学習⽀援センター ℡︓045-866

横浜市⻄区⾼島 2-18-1  
)9 階 

  
-465-2054 

東俣野町にまたがる 
⼾塚駅⻄⼝下⾞神奈中バス藤沢⾏きバス停「鉄砲宿」下⾞

⼾塚区生涯学習⽀援センター ℡︓045-866

生涯学習サポートコーナーでは、
生涯学習（施設案内・施設⾒学・催し物・大学講座・

報紙などの情報）に関する資料貸出・閲覧・
検索や相談員との学習相談な

また、おすすめコーナー
毎⽉展⽰内容を変えて、皆さんにおすすめの

公⺠館報（コンクール⼊賞作品の展⽰）
おすすめ（レコード）

学ぼう︕オープンカレッジで︕ 

国際カルチャーセンター受講生募集「中国語基礎講座（⼊門・初級）」 
詳しくはホームページをご覧ください。 

回）教材費 2,700

1 

60 分）小学校 1

情報ヒット数ランキングベスト３ 

866-8419 

 
⼾塚駅⻄⼝下⾞神奈中バス藤沢⾏きバス停「鉄砲宿」下⾞

866-8419 

４面 

生涯学習サポートコーナーでは、
生涯学習（施設案内・施設⾒学・催し物・大学講座・

報紙などの情報）に関する資料貸出・閲覧・
検索や相談員との学習相談な

また、おすすめコーナー
毎⽉展⽰内容を変えて、皆さんにおすすめの

公⺠館報（コンクール⼊賞作品の展⽰） 
おすすめ（レコード）   

 
2,700 円 

1 年から 

⼾塚駅⻄⼝下⾞神奈中バス藤沢⾏きバス停「鉄砲宿」下⾞  


