神奈川県
神奈川県生涯学習ニュース「マナぼーカナ？」第７号 2016（平成 28）年 5 月 26 日 発行
神奈川県生涯学習ニュース

１面

第７号 2016.5

トピックス

号:045-241-286

１面

来て見て学ぼー、県立図書館（ご案内）

２面

来て見て聞いて、大学体験｜生涯学習フェア

３面

相談員からのお知らせ（サポートコーナー）

４面

生涯学習関連施設 おすすめ情報

6
URL:http://ww
w.planet.pref.k
発行元:県立図書館生涯学習サポート課

TEL:045-263-5900anagawa.jp
FAX:045-241-2866

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

――「人生１００年時代」
最近、そんな言葉を耳にすることが多くなりました。豊かな人生を送

来て見て学ぼー、
県立図書館

る上で、学校教育以外にも多様な学びの機会があることが重要となり、
生涯学習の需要は、ますます高まっているといえます。
生涯学習と一口に言っても、学びの目的は、
自分自身の教養や技能を高めるもの、資格を取
得するものから、ボランティアとして活動する

ためのものまでさまざまです。また、公民館や地区センター、大学、カルチ
ャーセンター、ＮＰＯなど多様な主体が学びの場を提供しています。
県立図書館生涯学習サポート課では、これらの主体が提供している生涯学
習情報を集約し、ホームページ上の「ＰＬＡＮＥＴかながわ」や情報誌によ
って提供を行っています。さらに、
「高校生のためのボランティア活動応援コ

写真：調査相談室南東側の窓

ース」等による高校生ボランティア活動の支援、生涯学習ボランティアの活
動支援、生涯学習指導者の研修等を行っています。また、県立図書館新館１
階に「生涯学習サポートコーナー」を設け、学習相談の受付や大学等の生涯
学習に関するチラシ等の配布も行っています。
さて、県立図書館は、横浜開港直後の 1859（安政６）年から 1868（慶応
４、明治元）年までの間、神奈川奉行所が置かれていたという歴史的な場所に

写真：本館南側職員通用口

立地しており、1954（昭和 29）年に開館した本館の建物も戦後日本を代表する建築家前川國男氏※の設計に
よるもので、建築史的にも重要な建造物となっています。
また、当館には、松尾芭蕉や与謝蕪村の真筆による俳諧の短冊や杉田玄白の解体新書など、貴重な歴史的資
料がコレクションされており、その他にも明治期以降のベストセラー文庫、戦時文庫、雑誌創刊号コレクショ
ン、山川菊栄文庫など、多数のコレクションを所有しています。
県立図書館では、このように恵まれたリソースを活用しなが
ら、「知の循環型社会」の核として、皆様の生涯学習をサポー
トしてまいりますので、是非ご利用ください。
※「前川國男」
日本のモダニズム建築をリードし、発展に大きく貢献した建築家であ
る。近代建築の三大巨匠の一人で国立西洋美術館を設計した「ル・コルビ
写真：本館正面

ュジェ」に日本人として最初に師事した。

神奈川県生涯学習ニュース「マナぼーカナ？」とは？
紙面で生涯学習情報を知りたい方を対象に、県立図書館生涯学習サポート課のイベント情報や県の生涯学習関連施設のイベント情報・サ
ポートコーナーの情報を解りやすく解説し、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。

２面

「第 19 回 大学で学ぼう～生涯学習フェア～」に行こう！
来て見て聞いて、

大学体験

日時：７月２日（土）
・３日（日）10:00～16:00
会場：國學院大學 たまプラーザキャンパス
神奈川県内の大学と県教育委員会が、大学で学ぶきっかけづくりを応援するイベントを
開催します。７月の第１弾は、國學院大學たまプラーザキャンパスにて、岩下尚史氏（國
學院大學客員教授）による記念講演、大学教員による公開講座、大学職員による個別相
談、県内大学のパンフレット配布、近隣大学の学生によるイベント等を行います。すべ
て無料ですので、お気軽にお越しください！

１．記念講演（事前申込制・手話通訳あり）

粋 な人」とは？ ～東都の文芸に学ぶ～

「

日本の伝統的文化のわかりやすい解説と、柔和な語り口から放たれる
鋭いコメントで注目を集めている、岩下尚史氏。作家活動に加えて、バ
ラエティー番組やドラマに出演しています。日本文化や伝統芸能を学び
続ける岩下氏の講演で、あなたも「粋な人」に一歩近づいてみませんか？
講

師：國學院大學 客員教授

岩下尚史氏

日

時：7 月２日（土）10:30～12:00

定

員：300 名（申込多数の場合は抽選）

申込期限：６月 19 日（日）※締切後も定員に余裕があれば申込可能です
申込方法：往復はがき又はインターネットにて
※往復はがきの方は、氏名・ふりがな・郵便番号・住所・電話番号・参加人数
をお知らせください。複数人の場合は、代表者の情報をお書きください

２．大学教員による公開講座（申込不要・手話通訳あり）
豊臣政権と「秀次事件」～秀吉は秀次を殺したのか～
晩年に生まれた実子秀頼かわいさに、秀吉は甥で現任関白の秀次を切腹さ
せた、と説明されてきた「秀次事件」
。これにより激しく動揺した豊臣政権は、
秀吉の死後に関ヶ原合戦という難局をむかえ、最終的に大坂の陣で秀頼も滅
亡してしまいます。果たして秀吉は、本当に耄碌していたのか。そして、そ
の結果が秀次やその妻子の惨殺という行為であったのか。豊臣政権の行く末
を左右した大事件について、史料をもとに再検証します。
講 師：國學院大學 文学部教授 矢部健太郎氏
日 時：７月３日（日）13:00～14:30
【会場】國學院大學 たまプラーザキャンパス

３．大学教員によるミニ公開講座
４．大学による来場者との個別相談

東急田園都市線 たまプラーザ駅より徒歩５分

【実施大学】北里大学・國學院大學・相模女子大学・相模女子大学短期大学
部・星槎大学・聖セシリア女子短期大学・鶴見大学・鶴見大学
短期大学部・桐蔭横浜大学・横浜商科大学・横浜美術大学

５．大学の資料配布・閲覧
６．横浜市青葉区内の 6 大学の学生によるイベント
＜＜申込・問合せ先＞＞ ☎ 045-263-5916（直通）
〒220-8585 横浜市西区紅葉ヶ丘 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）
神奈川県生涯学習システム「PLANET かながわ」特設ページ URL：https://www.planet.pref.kanagawa.jp/fair.html

３面

生涯学習サポートコーナーってどんなところ
学習相談員が生涯学習に関する様々な相談に応じるなど、みなさんの「学び」を支
援する場所です。大学関連の資料をはじめ、講座・イベント等のチラシ、お出かけ

相談員からのお知らせ
サポートコーナー

に関するパンフレット等、生涯学習に役立つ資料を豊富にとり揃えています。

どこにあるの
県立図書館新館 1 階 視聴覚資料室（CD が並んでいる所）の
奥にあります。

学習相談員の紹介
学習相談員は、来館された方々の様々なニーズにお

相談員のおすすめコーナー
相談員が持ち回りで、おすすめ情報を展示します。

応えし、生涯学習のお手伝いを致します。現在３名
の学習相談員がおり、丁寧な対応を心掛けています。
資料をお探しの方や講座の受講をお考えの方、サー
クルや講師をお探しの方など、気軽にお声掛けくだ
さい。パソコンを用いて「PLANET かながわ」等で
の情報検索もできます。なお、電話やメールでのご
写真：平成 27 年 10 月「映画で学ぼう！」

相談も受け付けております。ぜひご利用ください。

内容は、それぞれの相談員が決めていますが、皆様
の興味・関心が湧くように展示方法なども考えてい
ます。ご覧になって何か感じられることがありまし
たら、是非カウンターに来られて、ご意見やご感想
を頂きたいと思います。

今後のラインナップ
写真左：学習相談カウンター
右：情報検索用パソコン

【６月】
『にっぽん縦断 こころ旅』の魅力にせまる
【７月】観る・知る・学ぶ 神奈川の夏

相談員の

【８月】熱帯夜に、少し涼しい古典文学

「生涯学習」というと、とても難しいもののように聞こえますが、一大決心をして何か大きなもの
に取り組むというよりも、日頃から興味・関心を持っていることについて調べてみたり、身近な疑問
vol.1

を解決してみたりというような事からはじめるのが良いのではないかと思います。その中で、
「これに
ついてもっと深く調べてみよう」ということが出てくるかもしれません。小さなことや身近な事から
始めるのが、結果として長続きすることになると思います。
さて、私は日頃、ノンフィクション物が好きでよく読むのですが、読んでいる途
中でインターネットの検索を使うようになりました。人物や出来事、地名など様々
なことがかなり詳しく分かるので、理解を深めるうえで大いに役立ちます。そこか
らまた違う出来事への興味が湧くこともあります。１つの出来事が他の様々な物事
と絡み合って起きているということが分かり、とてもよい勉強になります。

○お問合せ○
県立図書館生涯学習サポートコーナー ☎045-263-5920

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

４面
※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。

神奈川県立図書館

県の生涯学習関連施設
おすすめ情報

講座名：生涯学習のためのパソコン講座 ／ 日 時：７月９日（土）午前 9 時半～午後３時
内 容：
「パソコンを使いたいけど、どうしたらいいかわからない」そんな、パソコン超初心者の
方に対する基本中の基本を学ぶ講座です。奮ってのご参加お待ちしております。
会 場：神奈川県立図書館 ／ 申込方法：電話またはメールでお申し込みください
申込期限：６月 26 日（日）
（応募多数の場合抽選）
申込先：神奈川県立図書館生涯学習サポートコーナー
〒220-8585 横浜市西区紅葉ヶ丘 9-2 ☎045-263-5920

神奈川県立金沢文庫
講座名：月例講座「称名寺の唐物鑑賞講座」
日 時：7 月 2 日（土）午後 1 時半～3 時
内 容：称名寺伝来の絵画や青磁など金沢北条氏が大陸から舶載
した文物の魅力をお話しします。定員 100 名
講師：梅沢恵（当庫主任学芸員）
会 場：神奈川県立金沢文庫大会議室
申込方法：往復はがき（１人１枚）に講座名､住所､氏名､電話番号を明記
申込期限：6 月 21 日（火）必着（応募多数の場合抽選）
申込先：神奈川県立金沢文庫
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町 142 ☎045-701-9069
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

神奈川県立歴史博物館
講座名：県博セミナーⅠ「資料からみた中世都市鎌倉」
日 時：10 月 8 日～11 月 5 日 毎土曜日 午後２時～４時
内 容：発掘調査の成果や絵図などから、中世鎌倉の人々のくら
しや景観、武家社会について、様々な講師が語る５回連
続講座です。
（１回のみの参加も可能です）
会 場：当館付近の外部会場（詳細は後日ＨＰでお知らせ）
申込方法：ＨＰまたは往復はがき 参加費 各回 1,000 円
申込期限：8 月 31 日（水）
（消印有効）
申込先：神奈川県立歴史博物館 企画普及課
〒231-0006 横浜市中区南仲通 5-60 ☎045-201-0926
http://ch.kanagawa–museum.jp/

神奈川県立生命の星・地球博物館
講座名：昆虫少年・少女のひろば（室内実習・講義）
日 時：①8 月 7 日（日）②8 月 21 日（日）
各午後１時半～4 時半
内 容：夏といえば昆虫、自由研究で昆虫を調べたい人、昆虫の
名前を知りたい人、昆虫の面白さを体験したい人などに
おすすめです。小学生とその保護者、中学生以上（原則
生徒）が対象となります。（①②同内容）
会 場：神奈川県立生命の星・地球博物館
申込方法：当日受付
問合せ先：神奈川県立生命の星・地球博物館 企画普及課
〒250-0031 小田原市入生田 499 ☎0465-21-1515

神奈川県立生命の星・地球博物館
講座名：中学生火山講座 ～箱根中央火口丘その２～
日 時：7 月 25 日（月）午前 10 時～午後 3 時
内 容：箱根中央火口丘の北側の地形・地質を、現地を歩きなが
ら観察します。対象は中学生とその保護者、教員で、定
員は 30 名です。
会 場：早雲山～姥子（箱根町）
申込方法：ＨＰ（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：7 月 5 日（火）
（消印有効）
申込先：神奈川県立生命の星・地球博物館 企画普及課
〒250-0031 小田原市入生田 499 ☎0465-21-1515
http://nh.kanagawa-museum.jp/

神奈川県埋蔵文化財センター

ラジオ NHK-FM「お昼前のお知らせ」

講座名：平成 28 年度 第２回考古学講座
本年度より、生涯学習サポート課の担当する放送曜日が
日 時：6 月 25 日（土）午前 10 時～12 時
水曜日から火曜日に変更となりました。
内 容：
【テーマ】
「近代別荘地の形成と展開－神奈川県内の事例
NHK-FM 横 浜（81.9MHz）
から－」テーマに沿って、スライドと資料を用いてわか
小田原（83.5MHz）
りやすく解説します。定員 260 名
【今後の放送予定】
会 場：かながわ県民センター２階ホール
申込方法：往復はがき（講座名・住所・氏名・電話番号を記載）
日 時：7 月 5 日（火）午前 11 時 50 分過ぎから（３分半程）
申込期限：6 月 8 日（水）必着（応募多数の場合抽選）
内 容：
「親子ものづくり体験教室」参加募集のお知らせ
申込先：神奈川県埋蔵文化財センター※詳細は HP をご覧ください。
〒232-0033 横浜市南区中村町 3-191-1 ☎045-252-8661
日 時：9 月 27 日（火）午前 11 時 50 分過ぎから（３分半程）
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/
内 容：
「文字・活字文化の日」記念講演のご案内

「マナぼーカナ？」2014 年９月創刊！
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://www.planet.pref.kanagawa.jp/magazine/manakana.html から

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

