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「第19 回 大学で学ぼう～生涯学習フェア～」第１弾が、
生涯学習フェア
第１弾実施報告
第２弾のご案内

７月２日（土）
・３日（日）國學院大學たまプラーザキャンパスにて開催されました！

実 施 報 告
資料配布コーナー・個別相談ブースでは、40 大学
の資料配布と 11 大学の個別相談が行われました。来
場者は、資料を手に取りつつ、公開講座の相談等を
行っていました。

写真：資料を手にする来場者

７月２日（土）は、國學院大學客員教授 岩下尚史氏による記念講演「
『粋な人』とは？～東都の文芸に学ぶ～」が
行われました。柔らかい口調の中に鋭いコメントを織り交ぜ、200 人強の来場者の笑いを誘いながらの講演は、あっと
いう間の約 90 分でした。
参加者の声
７月３日（日）は、國學院大學文学部教授 矢部健

太郎氏による公開講座「豊臣政権と『秀次事件』～
秀吉は秀次を殺したのか～」が行われました。今年
の大河ドラマ「真田丸」でも、矢部先生の説が採用

されたとのこと、約 170 人の来場者は矢部先生の講
義に熱心に耳を傾けていました。

写真：矢部氏による講義風景

また、ミニ公開講座として、
「基礎から学ぶ特許翻訳」
「雅楽の演奏体験」
「スポー
ツと法の関係を考える！」が開催されたり、大学生によるキャンパスツアー、青葉
６大学の学生によるイベントが実施されたりする等、大学における生涯学習に親し
むイベントが盛りだくさんの２日間でした。



９月頃から各大学の後期公開講座の申込が始まります。第２弾では、各大学の公開講座の情報も配布される予定です。

ご
案

「第19 回 大学で学ぼう～生涯学習フェア～」第２弾
９月３日（土）
・４日（日）

内

神奈川県立図書館

11:00～16:00 本館１階会議室・・・資料配布、学習相談員による総合案内など
13:30～15:00 新館４階セミナールーム・・・ライブラリーカフェ（要事前申込）
ライブラリーカフェは、大学の教員として活躍する研究者と研究について気
軽に話すことができる講座です。
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３㊏

心理学からみた効果的
な学習とその支援
～テストによる学習支援～
【講師】
横浜国立大学
講師
鈴木雅之 氏

9/

４㊐

内側と外側からみる『源
氏物語』～『源氏物語』の
写本の世界と翻訳の世界～
【講師】
関東学院大学
明治学院大学
講師
緑川眞知子 氏

●申込方法
〇郵送の場合
往復はがきに、希望日・氏名・ふりがな・郵便番号・
住所・電話番号・参加人数をご記入ください。
宛先 〒220-8585 神奈川県立図書館(所在地省略可)
生涯学習フェア
9/3 または 9/4 ライブラリーカフェ係
〇フォームメールの場合
HP「PLANET かながわ」の特設ページへアクセスし
必須項目を入力後、送信してください。
●お問合せ
☎045-263-5916 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）

２面

県立図書館生涯学習サポート課主催の『第１回生涯学習のためのパソコン講座』
が７月９日（土）に実施されました。９名の方が参加され、
「システム」担当のボ
ランティア８名がサポートしました。
午前は、緊張した面持ちで、文章作成の基礎として MicrosoftWord を使って文
字の入力や図の挿入方法について学びました。午後は、午前に学んだ内容をもとに、
暑中見舞いの作成を行いました。午後になると皆さん緊張が解けてきたのか、和気
あいあいと終始楽しい雰囲気の中で作品を作りました。
参加者の皆さんは、とても学習意欲の高い方々が多く、終了後には、
「とてもい
い勉強になった」
、
「次の講座も参加したい」との声を多数いただきました。

生涯学習の
ための

パソコン
講座

次回は「パソコンの基礎」と「インターネット入門」に関する講座が９月４日（日）
に開催される予定です。参加は無料です。内容は、パソコンの初歩である、パソコ
ンの起動方法やマウスの使い方・文字の入力方法・インターネットでの検索方法で
す。
自分も和やかな雰囲気の中で学んでみたいと思った皆さん、ぜひご参加くださ
い。
ここで学んだことを活かして、
情報社会への第一歩を踏み出してみませんか？
ご興味のある方は、県立図書館生涯学習サポートコーナー
（☎045-263-5920）まで、ご連絡ください。

神奈川県立図書館 生涯学習ボランティア
神奈川県立図書館では、学習成果をボランティア活動に生かしたいという学習者
のニーズに応えるとともに、県立図書館生涯学習関連事業の活性化に役立てるため、
ボランティアを受け入れています。平成 28 年度の登録者は 32 名。
「セミナー」
「フ
ロア」
「システム」の３分野にわかれて活動しています。

生涯学習
ボランティアの
取りくみ

～フロア担当～

「フロア」は、主に展示に関する
活動を行っています。
新館１階にある生涯学習サポート
コーナー内の「お出かけコーナー」
にて、年４回、季節に応じた展示
を企画・作成しています。あわせ
て、生涯学習サポートコーナー内
のお出かけ関連配架物の整理補助
も活動内容の一つです。

夏 だ！花火 だ！in 神奈川
～あわせて町の見所探しはいかが？～

みんなで楽しく活動するのがたのしい
アイデアを持ち寄るのがたのしいです
やっぱりワイワイするのが一番！
展示物を見た人たちからの声（感想）を
聞いてみたい！

生涯学習サポートコーナーに展示中！

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。

３面

サポートコーナーにはどんな資料があるの
生涯学習サポートコーナーでは、皆さんの生涯学習に役立つ資料を、閲
覧用または持ち帰り用にご用意しています。気軽にお立ち寄りください。

学習相談員からの

（下記は配架例です。季節、時期によって内容等が変わることがあります。
）
・社会人入学募集案内
・公開講座資料
・放送大学・通信教育
・各種、専修学校など
の資料

・コンサート
・映画・演劇・演芸
・ホール情報
・展覧会など

大学・大学院等の情報

・県主催の講座
・パソコン・科学
・各種講座・教室
・カルチャースクール
・スポーツ教室など
・
講座・教室

・子ども向けイベント
・親子体験教室
・親子コンサート
・その他

・フォーラム催し物
・カウンセリング情報
・相談情報
・その他

・能力開発セミナー
・若者就職支援関連
・障害者対象職業訓練
・その他

子ども向け情報

・県・市区町村広報紙
・市区町村生涯学習情
報など
・その他
市区町村生涯学習情報

お知らせ
サポートコーナー

催し物情報

女性関連情報

能力開発関連情報

・国際交流関連情報
・市民活動、ボランテ
ィアに関する資料
・資格・試験情報
・その他

・県内の施設、おでか
けスポットのマップ
やパンフレットなど

おでかけ情報

その他

・大学・専門学校案内
・資格取得関連図書
・生涯学習関連図書
・神奈川の歴史、文化
・ガイドブックなど
図書

〇学習相談員が持ちまわりで、おすすめ情報を展示します。

相談員の

今後の
ラインナップ

写真：
生涯学習サポートコーナー

８月 熱帯夜に、少し涼しい古典文学
１０月 ブラタモリ
１２月

相談員の

コーナー

「おもしろい」の語には「面（おも）
」が「白い」と字を当て、一説には目の前が明るくなる感じを
vol.2

表すのが原義（広辞苑）で、何かにハッと気づいた時のような、清々しい顔の様子を表すと言われてい
ます。アルキメデスが叫んだという「ユリイカ！」の、その時の表情に近いのかもしれません。
趣味や興味あることに取組み、そして、ふと我に返った時の達成感。そこには充実した時間があり、
楽しい学びの場があり、
「面白い」瞬間があったろうと思います。
そうした瞬間が、
「生涯学習＝学び直し」には溢れています。ノルマ不要、気遣い不要、無理強いな
しの楽しい時間が待っています。誰にも強制されず、自ら選んで学び、そして、自らが摑んだ学びの成
果を、改めてボランティアとして社会で少し役立てる、そうすることで、さらに達成感が得られ、自分
自身の充実した「面白い」発見があろうかと思います。学びの循環といえるかもしれません。
「歩き出せば景色が変わる」こんなこともよく聞きます。まず一歩踏み出しましょう。趣味の延長、
子供の頃からの夢、眼前の花の名前、どんなことでも、学び直そうと思った瞬間、その入り口は、今、
目の前のその気持ちの中にあります。

●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、おでかけ前に確認をお願いします。

県埋蔵文化財センター

県の生涯学習関連施設
おすすめ情報

講座名：平成 28 年度 第 4 回考古学講座
日 時：9 月 24 日（土）午後２時～４時
内 容：【テーマ】「綾瀬市神崎遺跡の調査と史跡整備」テーマに沿って、スライドと資料を用
いてわかりやすく解説します。定員 260 名(応募者多数の場合は抽選)
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）／ 申込期限：8 月 24 日（水）(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/

県立生命の星・地球博物館

県立金沢文庫

講座名：秋のきのこの観察と同定（野外観察）

展覧会名：国宝でよみとく神仏のすがた

日 時：10 月２日（日）午前 10 時～午後 3 時半
内 容：きのこの生態や採集方法などの解説の後、林内できのこ
採集を行い、同定のポイントや現在の分類体系を学びま
す。中学生以上が対象で、定員は 20 名です。
会 場：早雲公園（箱根町湯本）
申込方法：ＨＰ（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：９月 13 日（火）
（消印有効）
申込先：県立生命の星・地球博物館 企画普及課
☎0465-21-1515
〒250-0031 小田原市入生田 499
http://nh.kanagawa-museum.jp/

日 時：８月５日（金）～10 月２日（日）※休館日はＨＰ参照
内 容：金沢文庫が保管する「称名寺聖教・金沢文庫文書」は３
月に国宝指定の答申を受けました。これらを通じて仏教
美術作品を中心に「神仏のすがた」を読み解きます。
会 場：県立金沢文庫
問合せ先：県立金沢文庫 ☎045-701-9069
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町 142
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city
/kanazawa.htm

県立歴史博物館
講座名：体験講座「お抹茶を楽しむ（初心者向け）
」
（仮）
日 時：11 月 17 日（木）午前・午後（各１回）
内 容：鎌倉時代のお抹茶についての講義とお抹茶を自分で入れ
て飲む体験がセットになった講座です。また、会場の松
永記念館の見学解説も行う予定です。定員各回 20 名、
要参加費 200 円程度（お菓子代）
会 場：松永記念館（小田原市板橋 941-1）
申込方法：ＨＰ（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：９月 30 日（金）
（必着）
申込先：県立歴史博物館 企画普及課
☎045-201-0926
〒231-0006 横浜市中区南仲通 5-60
http://ch.kanagawa-museum.jp/

県立川崎図書館
講座名：トコトンやさしい「ねじ」のお話し
日 時：10 月 15 日（土）午後 2 時～4 時
内 容：私たちの身の回りに数多く存在し、暮らしを支えている
「ねじ」の基礎のきそを、宮城教育大学教育学部准教授
門田和雄氏にわかりやすくお話ししていただきます。
会 場：県立川崎図書館 ２階ホール
申込方法：ＨＰ、ＦＡＸ（自宅にＦＡＸがある方のみ）
、往復はがき
申込期限：９月１日（木）～９月 30 日（金）
申込先：県立川崎図書館 資料整備課
〒210-0011 川崎市川崎区富士見 2-1-4
FAX：044-210-1146
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/

県立近代美術館 葉山
展覧会名：クエイ兄弟―ファントム・ミュージアム―
日 時：7 月 23 日（土）～10 月 10 日（月・祝）※祝日除く月曜休館
内 容：東欧の文化芸術に魅せられた双子のクエイ兄弟は、手作り
の人形やオブジェによる幻想的な映像作品や舞台セットな
どを制作。彼らのミステリアスな美の世界を紹介します。
会 場：県立近代美術館 葉山
問合せ先：県立近代美術館 葉山
☎046-875-2800
〒240-0111 三浦郡葉山町一色 2208-1

県立近代美術館 鎌倉別館
展覧会名：片岡球子展―面構シリーズを中心として
日 時：7 月 30 日（土）～9 月 25 日（日）※祝日除く月曜休館
内 容：2008 年に 103 歳で没した日本画家片岡球子。歴史上の
人物を描いた面構シリーズなど当館所蔵品から厳選した
約 20 点を展示、片岡芸術の現代的な魅力に迫ります。
会 場：県立近代美術館 鎌倉別館
問合せ先：県立近代美術館 鎌倉別館
☎0467-22-5000
〒248-0005 鎌倉市雪ノ下 2-8-1

生涯学習マスコット

マナビイ

「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」から
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/magazine/manakana.html

